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サービスセンターニュース

２０２１年

８月号

７月1日現在
事業所数
会 員 数

4,119
11,178

会員の
皆様へ

新型コロナウイルス感染防止対策により、From ゆう掲載のイベント等
は急きょ、中止または変更になる場合がございます。払戻しや、期限
延長がないこともありますのでご了承の上お申込みください。

８月10日発行

申込方法は各種イベントごとに異なりますので、イベントの詳細をご確認ください。
【窓口販売】「北千住駅」下車　「あだち産業センター」２階
【ハガキ申込】　専用ハガキは利用補助券セットに同封。普通のハガキでも記入漏れがなければOK！
　　　　　  「〒120－8575  足立区千住１－５－７  あだち産業センター２階  足立区勤労福祉サービスセンター　　 宛」
【FAX申込】０３－３８８１－８０５２「利用ガイド　　 ２０２１」 P.９３の専用 FAX申込用紙をお使いください。
【電話申込】０３－６８１２－０８７１【営業時間】平日：午前９時～午後５時　第四土曜日：午前９時～午後４時
【ホームページ申込】https://www.yuu.or.jp/　※８月の土曜営業は、２８日（午前９時～午後４時）です。

申込口数

締 切

商品発送

（Ａ）　 ５Ｋｇ … ２,６００円
　　　（一般料金 ４,４５０円送料・税込）
（Ｂ）１０Ｋｇ … ５,１００円
　　　（一般料金 ８,１００円送料・税込）
※１０Ｋｇ申し込みの場合は、
　　５Ｋｇ詰袋２つで発送します。

１０月上旬から順次発送予定

（Ａ）・（Ｂ）あわせて１会員２口まで

９月６日（月）頃に送付する振込用紙にて、到着後１週間以内にお支払いください。支 払 い

申込方法

味の宅配便
ホームペ－ジ専用ハガキ

＆
F A X

～生活応援企画・特別価格～

足立区の友好都市“新潟県魚沼市”からお届けします

商 品 「魚沼産　コシヒカリ１００％」　（令和3年産）

８月２７日（金）午後５時必着

ハガキ／ＦＡＸ／ホームペ―ジで①～④を明記の上、お申込みください。
①魚沼産 コシヒカリ　②会員番号　③会員氏名・日中連絡のとれる電話番号
④送り先ごとに（Ａ）・（Ｂ）それぞれの口数をお書きください。
　（専用はがきでの申し込みは通信欄に記載）
【送り先の書き方】
●ご本人用　 …「自宅」か「勤務先」
●ご本人以外 …「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」

料 金



－２－

Information

◎今年の「夏季プール利用補助券」はありません。
　今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、通常の開設が困難であることから、例年Ｆｒｏｍ
　ゆう７月号折込の「夏季プール利用補助券」はありません。また、東京サマーランド（夏季期間中）、
　よみうりランドプールは、　　 の「レジャー施設利用補助券」を使用できません。
　ご了承ください。
◎東武動物公園プールは、別途料金がかかります。
　今年度、　　で販売している「法人アトラクションパスセット引換券」ではプール利用ができません。
　東武動物公園プールのご利用には、日時指定 WEB チケットの購入が必要です。詳しくは東武動物
　公園ホームページでご確認ください。
●プール入場券（法人アトラクションパスセット引換券持参者）
　　・大人・シニア（６０歳以上） 　　　　　１,３００円
　　・中人（中高校生 １２歳～１７歳）　　　１,０００円
　　・小人（幼児・小学生 ３歳～１１歳）　　 　７００円

参考：通常料金（入園券 +プール入場券）

大人　　3,100 円　シニア　2,400 円
中人　　2,500 円　小人　　1,500 円
＊アトラクションは利用できません。

夏のプール情報

給付金の請求を忘れていませんか？
　　 では、会員の皆様に祝金《成人・結婚・出産・入学・還暦》、見舞金《入院・障害・住宅災害》、
死亡弔慰金《家族・本人》などの給付を行っています。
　　○ 請求は本人請求（会員死亡を除く）です。加入された日から３１日目以降に発生した給付
　　　 事由について、６か月以内に請求してください。
　　　 今年度の小中学校入学祝金は、９月３０日までに請求をお済ませください。
　　○ ７５歳以上の方は、入院見舞金・障害見舞金・本人死亡弔慰金の対象になりませんのでご
　　　 注意ください。
　　○ 請求方法、添付書類など詳しい内容は、「利用ガイド　　２０２１」P.６０～ P.６５をご覧
　　　 ください。

“新規レジャー施設！”　「スモールワールズTOKYO」が加わりました。
昨年６月に有明にオープンした最先端技術を駆使した世界最大級のテーマパーク。「宇宙エリアや
世界の街エリア、アニメエリア」等で動くミニチュアを楽しめます。
レジャー施設利用補助券、または会員証提示でご利用ください。
詳しくは「Fｒoｍゆう」７月号をご覧ください。

「健康ランド利用補助券」で、対象施設となっている『健康ランド武蔵野』は、7月 6日をもって閉
館になりました。『東京お台場　大江戸温泉物語』は、9月 5日をもって閉館することになりました。

閉館のおしらせ〔健康ランド武蔵野・東京お台場　大江戸温泉物語〕

「健康ランド利用補助券」「レジャー施設利用補助券」対象施設の中には、事前予約制や営業内容の
変更、補助券利用の一部中止等となっている施設があります。利用の際は、各施設のホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせの上ご利用ください。

【注意】「利用補助券セット２０２１」の各施設をご利用の際は、必ず施設に
　　　 お問い合わせ、最新情報の確認をお願いします。

当選者の方へは７月末に簡易書留で発送いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。
西武園ゆうえんちチケットは、応募者多数につき抽選になりました。
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映画鑑賞券「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（前期分）
ホームペ－ジ専用ハガキ

＆
F A X

ゆう
窓口

利用期限

販売枚数

料 金

そ の 他

９月３０日（木）まで　※利用期限の延長はありません。

１枚 １,２００円　大人・小人共通
（一般価格【大人】１,９００円　【大学生】１,５００円　【高校生以下】１,０００円）

一会員　１０枚まで（すでに５枚購入された方も、５枚まで追加購入可）

○直接　　 窓口でご購入いただくか、電話等でお申込下さい。
○ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの場合、会員番号・会員氏名・チケット名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記してお申し込みください。

●チケット１枚につき、１作品の鑑賞ができます。
●各種割引との併用はできません。
●特別興行作品など一部ご利用できないものがあります。
●施設によって休業日が違いますので、ご確認の上ご利用ください。
●ご購入後の返金及び紛失等の際の再発行はできません。
●開館情報をご確認の上、９月３０日（木）までにご利用ください。

申込方法

☆ ８月５日（木）から追加購入可。

前期分１０枚まで購入可能になりました !!

スポーツクラブ利用券　販売中！
区内他６か所のスポーツクラブが利用できます。
施設の詳細は利用ガイド　　をご覧ください。

販売期間

販売枚数

利用料金

申込方法

施 設 名

そ の 他

それぞれ完売をもって販売終了

一施設　一会員　５枚まで（年度内）
１枚　６００円（ただしセントラル西新井７００円・ゴールドジム北千住８００円）

○　　 窓口（会員証提示）で購入できます。
○ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて会員番号・氏名・電話番号・利用施設名・枚数・
　送付先（自宅または勤務先）を明記してお申し込みください。

◆営業状況・時間等は、各施設に確認の上ご利用ください。「利用ガイド　　２０２１」P５２参照。
○ダンロップスポーツクラブ綾瀬　　 　　○セントラルフィットネスクラブ竹の塚
○セントラルフィットネスクラブ亀有　　 ○朝日スポーツクラブ〔BIG-S 竹の塚〕
○セントラルウェルネスクラブ西新井　　 ○ゴールドジム北千住東京

○ご利用は会員と家族のみです。他の方への譲渡はできません。
○ご購入後のキャンセル・再発行・払い戻しはできません。ご注意ください。
○利用内容によって別料金がかかる場合があります。施設にご確認ください。

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口
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《広告》ゆう指定店　株式会社 孝行舎

〇 帝国ホテル東京レストラン　パークサイドダイナー

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、施設により休業、時短営業、内容変更等の場合もあります。
予約時に施設に確認をお願いします。

〇 ホテルオークラ東京ベイ

９月３０日まで。詳しくは「Fromゆう」６月号をご覧ください。

〇 赤坂エクセルホテル東急

利用期間が８月３１日まで延長されました。詳しくは「Fromゆう」６月号をご覧ください。

〇 品川プリンスホテル

8 月末日までの利用期間となっていますが、ホテルの都合により、しばらくの間利用ができ
ません。ご理解ご協力をお願いいたします。

ご案内中の食事チケット

ゆう
窓口
受取食事チケットの申し込み方法（予約制）（一会員各施設６枚まで）

レストランへ電話予約

予約後　　 へ申し込み

から食事チケットを送付

①

②

③

「足立区勤労福祉サービスセンター 　　」の会員と告げて、日程やコースを予約してください。

ハガキ /ＦＡＸ/ ホームページから、必要事項を記入し　　 へ申し込んでください。
◇必要事項　会員番号、氏名、レストラン名、利用日、コース名、ランチかディナー、
　利用枚数、区分（大人・小人等）、送付先（自宅または事業所）、日中連絡のつく電話番号
食事チケットを郵送します。お申し込みから１週間ほどかかります。日程にゆとりのない方は、
窓口受取をお願いします。

当日チケットを提出し食事を楽しむ④ レストランで、予約名を告げ食事チケットを提出の上、食事をお楽しみください。
※食事チケットの提出がない場合は、通常料金になりますのでご注意ください。

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

新型コロナウイルスの影響により各店舗の営業形態、時間、提供内容の変更、催行中止になる場合もございます。予約時に開催日時等、ご確認願います。

９月３０日まで。詳しくは「Fromゆう」７月号をご覧ください。
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　今年は、新型コロナウィルス感染拡大の影響によりシーズン当初からチケットを販売できず皆様にはご迷惑
をお掛けしましたが、ペナントレース終盤戦の「巨人戦チケット」を販売いたします。巨人戦指定席と東京ドー
ムグループ利用券（１,０００円分）がセットになった３試合限定のお得な観戦プランです。 白熱必至の好ゲーム
を会員同志やご家族の皆さまでお楽しみください。
※新型コロナウィルス感染拡大に伴うイベント自粛の動向次第では、あっせんできない場合があります。
　予めご了承ください。

東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット

『恐竜展 2 0 2 1』！販売します

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

東京ドームグループ利用券とは、東京ドームシティをはじめとする売店、移動販売等東京ドーム
グループ全施設で利用できます。　※お釣りは出ません。有効期限があります。

指定席Ａ(東京ドームグループ利用券込み ) 　１枚　５,３００円 (一般料金 ６,６００円 ) 

当選者には８月下旬にご連絡の上、９月上旬より順次チケットを簡易書留にて発送します。

日 程

募集枚数

申込方法

締 切

料 金

チケット発送

①　９月１１日（土）　14：00　VS   中日
②　９月１５日（水）　18：00　VS   DeNA
③　９月１７日（金）　18：00　VS   ヤクルト

各日２０枚　(一会員一日程のみ 4枚まで )

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページにて以下の必要事項を記入してお申し込みください。
「巨人戦」、希望日 (第１、第２、第３希望の記入可能 )、希望枚数、会員番号、会員氏名、
送付先（自宅または勤務先）、日中連絡のつく電話番号

８月２４日（火）　午後５時必着

【申し込みの注意点】
●座席は一塁側を予定しています。なお、人数により前後席など席が多少離れる場合があります。
●申込みが多数の場合は抽選となります。【落選の通知は致しません】
●当選したチケットの変更やキャンセルはできません。（試合が行われない場合や無観客開催時には、返金します。）

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

東京ドームシティに太古の生物がよみがえる！！
福井県立恐竜博物館より貴重な標本が大集合。大迫力のティラノサウルスロボットも登場

利用期限

申込方法

販売価格

発 送

販売枚数

そ の 他

9 月 5日（日）まで

直接　　窓口でご購入いただくか、ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、会員番号、会員氏名、
チケット名、枚数、送付先（自宅または勤務先）を明記してお申し込みください。

一般（大学生以上）１,0００円（当日券 １,５００円）
中・高校生　　　　　８００円（当日券 １,２００円）
こども（４歳以上）    ５００円（当日券 　 ９００円）
　※３歳以下は無料です。

申込方法
期 限

一会員５枚まで

○　　窓口販売        　　８月３０日（月）午後５時まで
○ﾊｶﾞｷ/FAX/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　８月３０日（月）午後５時必着

払込票と一緒にチケットを郵送いたします。代金はチケットの
到着後、１週間以内に必ずお支払いください。

●購入後のキャンセル、枚数変更はできません。チケット送付後の紛失等による再発行はでき
　ません。なお、本券の転売、譲渡は厳禁です。
●会期、休館日、営業時間は今後の社会状況により変更する場合があります。ご来場前に必ず、
　会場または展覧会の公式サイトなどでご確認ください。
●密を避けるため、混雑時にはお待ちいただく可能性があります。



 「 布 」～うつくしき日本の手仕事～ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

日本で伝統的に使われてきた草木を素材とした布と、主に東北地方で施された刺子をはじめとする
様々な手仕事に注目し、そのうつくしく、こまやかな世界を紹介します。人々の工夫と技、そして「実
用の美」をお楽しみください。

開催日時
注意事項

会 場

販売価格

申込方法
締 切

一　般　　７００円　＊　　では一般券のみの取扱い
（通常  一般価格１,０００円  高校・大学生７００円  小中学生と横浜市在住６５歳以上は５００円）

横浜市歴史博物館（横浜市営地下鉄センター北駅下車  徒歩 5分）

９月２０日（月・祝）まで
　※会期中一部展示替えがあります。

○午前９時～午後４時３０分
　※いずれも入館は閉館３０分前まで

○休館日　月曜日（8/9・9/20 は開館）、および 8月１０日（火）
　※ご来館の際はオンラインによる事前予約（日時指定）をご
　　利用ください。ご予約は横浜市歴史博物館ホームページ。
　　観覧日２週間前の午前１０時から受付。
　※毎週土曜日は小・中・高校生は無料
　※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と付き添いの方は無料
　※補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）」とご一緒に入館できます。
　※横浜市歴史博物館ホームページにて最新情報をご確認の上、
　　ご利用ください。

（注）すべて予定枚数の完売をもって販売終了となります。 ※開館情報をご確認の上お申し込みください。

開 催 日 程チケット名 販 売 期 間 　詳 細　

ざわつく日本美術

マン・レイと女性たち

8／２９（日）まで

９／６（月）まで

●窓口　　８／２７（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　　　　　８／２０（金）まで

●窓口　　９／３（金）まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　　　　　８／２７（金）まで

Fromゆう７月号

Fromゆう７月号

９月１７日（金）まで
９月１３日（月）午後５時必着　
㊟完売をもって販売終了
㊟申込後のキャンセルはできません。

●　　窓口販売 
●ハガキ／ FAX／ホームページ
●一会員 5枚まで

☆☆ 「美術展チケット」販売中 ☆☆

－６－

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口



－７－

《広告》株式会社ペンタくん

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口「バンクシーって誰？展」

本展は、世界各都市を巡回し人気を博した「ジ・アート・オブ・バンクシー展」の傑作群を、日本
オリジナルの切り口で紹介する意欲的な展覧会です。プライベートコレクターの秘蔵のオリジナル作品
の展示に加え、活動の主戦場である “ストリート” に焦点を当て、テレビ局ならではの街並み再現展
示で没入空間を体感していただきます。

開催日時
注意事項

会 場

販売価格

申込方法
締 切

８月２１日（土）から12月 5日（日）まで
　＊今回「　　」で扱うチケットは平日券（一般）のみです。
　　（土日祝日は日時指定券となり、平日券ではご入場できません）

○午前１１時～午後８時
　※金・土・祝前日は午後９時まで
　※最終入場は閉館時間の３０分前まで
○休館日　１０月５日（火）、１０月１２日（火）、１０月１９日（火）
　※会場内混雑の際はご入場をお待ちいただく場合があります。
　※未就学児は無料。
　※障がい者手帳をご提示の方は、ご本人及び介護者１名無料。
　※公式ホームページにて最新情報をご確認の上、ご利用ください。

寺田倉庫G1ビル（東京・天王洲）

一　般　　１,３００円　＊　　では平日券（一般）のみ取扱い
（当日券［平日］　一般 ２,０００円　大学・高校生 １,８００円　中学・小学生 １,３００円）

１１月３０日（火）まで
１１月２６日（金）午後５時必着　
㊟完売をもって販売終了
㊟申込後のキャンセルはできません。

●　　窓口販売 
●ハガキ／ FAX／ホームページ
●一会員 5枚まで



－８－

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X観劇・コンサート

10/6（水）16：00
Ｓ席指定　4,000 円
　（一般料金　5,500 円）

会場：かつしかシンフォニーヒルズ
　　　モーツァルトホール（青砥）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

１９６９年に「夜明けのスキャット」で鮮烈デビューし、NHK 紅白歌合
戦や Pink Martini とのコラボレーションなど幅広く活躍。日本歌謡曲
の魅力を世界に広めたと高く評価され数々の賞を受賞した日本が誇る
ソロシンガー由紀さおりがお届けする待望の葛飾公演！

「夫婦漫才」

劇団四季 最新ミュージカル

由紀さおり コンサート2021“感謝”

Ticket
TicketTick

et

❶10/16（土） 15：00
❷10/17（日） 12：00
❸10/18（月） 12：00
全席指定　7,800 円
　（一般料金　10,500 円）
会場：シアター１０１０（北千住）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可　
出演：大地真央　中村梅雀
　　　石井一孝　村上ショージ　竹内都子　上杉祥三 /山本陽子　正司花江
　　　朝倉伸二　福本伸一　弘中麻紀　未沙のえる　木内健人　ほか
原作：豊川悦司　演出：ラサール石井　脚本：池田テツヒロ

ディズニーミュージカル『アナと雪の女王』

一万石の恋
『裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇』

10/9（土）11：00
Ａ席指定　6,300 円
　（一般料金　8,500 円）

会場：新国立劇場中劇場（初台）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

山田洋次監督舞台最新作
前進座と同じ１９３１年生まれの山田洋次監督が、コロナとたたかう日
本中の皆様にお届けする舞台最新作！古典落語「妾馬」を題材に、長
屋の娘に片想いするお殿様の、ちょっぴり切なく、とびきり可笑しい、
「恋の不時着」物語。

10/24（日） 12：30

10/31（日） 12：30 
　
会場：NOMURA野村證券ミュージカルシアター JR東日本四季劇場［春］（浜松町・竹芝）
枚数：10/24《50 枚》　10/31《40 枚》（一会員４枚まで）
※子どもは公演当日３歳以上６年生以下　　※２歳以下入場不可（膝上観劇不可）
凍った世界を救う真実の愛とは̶日本中に“アナ雪旋風”を巻き起こした超人気作が、より深くドラマチックなミュージカルになって、
ついに登場。ディズニーとの提携２５周年を迎えた劇団四季が満を持してお贈りする超大作ミュージカル。
＊ファミリーゾーンへのご案内となります。
＊新型コロナウイルス感染症流行に伴い、当日体調不良の場合に限りキャンセルを受け付けますが、その場合でも一般料金の２０％のキャンセル料が発生します。
　ご了承の上、お申込みください。
＊チケットの発送は１０/４以降となります。当選された方には先に書面にて通知いたします。

❶Ｓ席指定　大人　 10,000 円（一般料金　13,750 円）
❷Ｓ席指定　子ども　5,000 円（一般料金　6,875 円）
❸Ｓ席指定　大人　 10,000 円（一般料金　13,750 円）
❹Ｓ席指定　子ども　5,000 円（一般料金　6,875 円）

ミュージカル 『オリバー！』
❶10/  9（土）12：30
❷10/14（木）17：30
Ｓ席指定　❶10,500 円
　　　（一般料金　14,000 円）
　　　　❷  9,500 円
　　　（一般料金　14,000 円）
会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
出演：フェイギン：市村正親（10/14）/ 武田真治（10/9）
　　　ナンシー　：濱田めぐみ（10/9）/ ソニン（10/14）　ほか
英国文化の原点、全世代に愛される不朽の名作が 2021年秋、新たに生まれ変わる！！
世界№1プロデューサーが手がけた、ロンドンミュージカルの金字塔！

前進座創立９０周年記念　錦秋公演

史上最強！”おもろい夫婦”が帰ってくる！

ハガキ／FAX ／ホームページよりお申込みください。（２演目以上は別々にお申込みください）
座席につきましては、種別のみで座席位置は決定しておりません。ご希望に添えない場合もあります。 
公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日時（番号）をご記入ください。
８月２６日（木）　＜ 午後５時必着 ＞
当選者の方には公演日に間に合うようにチケットと振込用紙を簡易書留にて送ります。
当落通知はいたしません。（当落のお問い合わせは９／６以降にお願いします）
締切後のキャンセル・変更はできません。また、チケットを紛失した場合も再発行できません。　　

◆申込方法

◆注　　意
◆締　　切
◆通　　知

◆キャンセル
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため急遽、中止・延期になる場合がございます。ご了承の上お申し込みください。
＊ゆう販売公演にて、新型コロナウィルス感染が発生したときは、購入者やその家族への影響を考慮し、参加者情報を公演運営先等に提供する場合があります。
＊座席間隔を取るため、お席が離れる場合があります。なお、感染状況が改善の際は売止席の主催者側が追加販売をする場合があります。（ゆうは追加販売いたしません）
＊ご来場にあたり各公演公式HPにて最新情報をご確認ください。　＊マスク着用等、各会場の指示に従ってご鑑賞ください。
＊公演中止の場合を除き、体調不調等でもキャンセル不可の公演もあります。よくご検討の上、お申し込みください。



－９－

中村勘九郎・中村七之助
錦秋特別公演 2021

9/26（日）17：30
全席指定　6,000 円
　　（一般料金　8,000 円）

会場：サンシティホール
　　　（南越谷・新越谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊３歳以上有料。２歳以下膝上無料、
　但し、席が必要な場合は有料。

60th　Birth　Anniversary のツアーになります。

10/14（木）19：00
Ｓ席指定　3,000 円
　（一般料金　4,000 円）

会場：サントリーホール
　　　（六本木一丁目・溜池山王）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
曲目：ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第１４番「月光」
　　　シューマン：幻想曲
　　　リスト：ピアノ・ソナタ
　　　リスト：「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ

野村萬斎  狂言の夕べ  江東公演
TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE  T   TOUR 2021
"HA-HA-HAPPY"

10/24（日）17：30
Ｓ席指定　5,400 円
　（一般料金　7,300 円）
会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
三味線奏者　上妻宏光。最高峰の技術と、究極のセッションで魅せる。
伝統をふまえながら時代に応じた感性で、世界的に活躍する三味線奏
者上妻宏光。スペシャルゲストを迎え、２０周年特別公演が決定！
ゲスト：由紀さおり　東儀秀樹　押尾コータロー

阪田知樹 ピアノ・リサイタル 上妻宏光 －伝統と革新－

「Home, I`ｍ Darling
　　　　　愛しのマイホーム」

飛翔する若き巨匠の現在（いま）を聴く ソロデビュー２０周年特別公演

十月新派特別公演

9/29（水）18：30
全席指定　4,000 円
　（一般料金　5,500 円）

会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

演目：蚊相撲（かずもう）、文荷（ふみにない）　解説：中村修一
日本の古典芸能の一つである狂言。鎌倉時代から室町時代の頃に確立
し、今日に至るまで一度も途絶えずに伝承されてきました。出演者に
よる解説もあり初めての方でもわかりやすくご覧いただけます。

花柳章太郎　追悼

❶10/3（日）11：00　❷10/9（土）16：00
一等席　8,000 円
（一般料金　13,000 円）

会場：新橋演舞場（東銀座）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
出演：水谷八重子　波乃久里子　藤山直美　ほか
演目：一、小梅と一重  二、太夫さん
新派稀代の名優 花柳章太郎－。その舞台姿を追慕し、明治の香り
漂う名作『小梅と一重』と、京都の遊郭に生きる女たちを描いた戦後
演劇の傑作『太夫さん』を上演いたします。

10/30（土）13：00
全席指定　8,200 円
　（一般料金　11,000 円）

会場：シアタークリエ（日比谷）

枚数：6枚（一会員２枚まで）
すてきな夫婦になる方法、教えます。
作　 ：ローラ・ウェイド
演出：白井晃
出演：鈴木京香　高橋克実
　　　江口のりこ　青木さやか　袴田吉彦　銀粉蝶

10/8（金）　❶12：00　❷16：00
全席指定　6,600 円
　（一般料金　8,800 円）

会場：なかのZERO大ホール
　　　　　　　　　　（中野）
枚数：各回 10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
演目：1. 浦島
　　　2. 甦大宝春日龍神
　　　3. トークコーナー

ＮＨＫ 「世界ふれあい街歩きコンサート」

10/6（水）18：00
全席指定　5,000 円
　（一般料金　6,800 円）

会場：LINE CUBE SHIBUYA
　　　　【渋谷公会堂】（渋谷）

枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

出演：村井秀清（音楽）　浦井健治（語り）　朝夏まなと（特別ゲスト）
演奏：村井秀清Merged Images with 篠崎正嗣ストリングス

２０２１年エリザベート王妃国際音楽コンクール第４位入賞

❛　 ❜



－１０－

《広告》㈱ヨシオ

会員拡大
キャンペーン

現在、　　  に加入されている事業者で
１２月２４日（金）までに
追加入会していただく会員の方は
入会金が無料になります

お電話いただければ、「会員拡大キャンペーン」手続き書類をお送りします。
問合せ先 TEL03-6812-0871 FAX03-3881-8052

“　　” 窓口でもお手続きできます！

まだ“　 　”に入会していない事業所が８月以降入会される場合には、入会金に加え最大８か月分
の会費が無料になる「新規入会キャンペーン」展開中！
新たにご入会いただく事業所を、ご紹介いただくと、入会一人につき1,000 円分の記念品を差し上げます。

※営業状況をご確認のうえ、お申込みください。
利用期間

販売枚数

料 金

申込方法

そ の 他

令和４年３月３１日（木）まで

一会員　年度内　１０枚まで　（完売をもって販売終了）　

●　　 窓口でご購入。もしくは電話でお申込みください。　　　　　　　　　　　　　　　　
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページの場合、会員番号・氏名・電話番号・チケット名・
　枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記してお申込みください。

１枚　８００円【大人・小人・幼児共通】　※３歳以上有料
（通常料金：大人３，５７０円・小人２，２５０円・幼児１，６４０円）

●チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●宿泊施設をご利用の方は直接「予約センター」へお申し込みください。
　宿泊の場合、入場券は１泊１名２枚（２泊の場合１名３枚）必要となります。
　（詳しくは利用ガイド　　 ２０２１　P２０をご覧ください）

夏こそ！スパリゾートハワイアンズ夏こそ！スパリゾートハワイアンズ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口
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