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4,116
11,205

９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/　※９月の土曜営業は、２５日（午前９時～午後４時）です。

申込方法

注意事項

申込期限 ９月２１日（火）午後５時必着

●発送は１０月１５日（金）の予定です。配達時にご不在の場合は郵便局の不在票
　が入りますので、ご案内に従ってお受け取りください。

支 払 い

発 送

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

～生活応援企画・特別価格～

販売価格 ３,５００円

簡易書留到着後、同封の「コンビニエンス払込票」で、１週間以内にお支払いください。
（支払手数料１１０円はご負担ください）
みずほ銀行へのお振込み及び　　 窓口でのお支払いはご遠慮ください。

●応募者多数の場合は抽選となります。１０月７日（木） 　　ホームページにて
　当選者を発表します。落選の通知はいたしません。
●申込締切後のキャンセルはできません。
●１回のお申込みにつき１名のお申込みです。同一会員が複数回申し込んだ場合は
　無効です。（申込書に複数記入の場合、受付できません。）
●購入した「ユニクロギフトカード」を店頭等で現金と引き換えることはできません。

有効期限

「 ユ ニ ク ロ ギ フト カ ード 販 売 」
５,０００円分 （5,０００円分×１枚）

限定
２,０００枚

●ハガキ／ＦＡＸ／ホームペ―ジで会員番号・会員氏名・商品名「ユニクロギフト
　カード」・送付先（自宅または勤務先）を明記のうえお申込みください。
　商品名は、必ず「ユニクロギフトカード」とご記入ください。
＊受取方法は簡易書留での郵送のみです。　　窓口では受け取れません。

令和3年１０月１５日（金）から３年間　
※有効期限経過後は、カードは無効となり、残高の払い戻しはいたしません。

申 込 数 一会員　１枚

ユニクロギフトカードは、全国のユニクロ店舗または
オンラインストアで利用できるプリペイド式のカードです。

「店舗」で利用する場合
会計時にカードを提示

「オンラインストア」で利用する場合
支払方法選択画面に、カード番号と
PIN 番号、金額を入力する。

LifeWear



－２－

Information

指定店閉店のお知らせ
指定店（旅行）の（株）小田急トラベル　ルミネ北千住店は９月３０日（木）をもって閉店となります。
指定店取り扱い業務は、引き続き小田急トラベル旅行プラザ新宿西口店 ☎０３－３３４４－０５３０で取り扱います。

給付金の請求を忘れていませんか？
今年度の小中学校入学祝金は、９月３０日（木）までに手続きを済ませてください。

　　 では、日頃忙しくて健康チェックの機会が少ない方のために日曜健康診断を実施します。
※注意事項をお読みいただき、ご了承の上、お申込みください。

日 時
場 所

募集人数

コ ー ス
　 と 　
各 料 金

１１月７日（日）午前８時３０分～午後３時予定（受付終了）（Bコースは他のコースより少し時間がかかります）

足立区勤労福祉会館（綾瀬プルミエ・綾瀬駅西口徒歩３分）

約２００名　会員・家族・会員の関係者（関係者だけの申し込みはできません）

Ａコース：基本の検査（医師の診察、身体計測、血圧測定、胸部Ⅹ線検査、
　　　　　　　　　　　視力・聴力・尿・血液検査、心電図）
Ｂコース：基本の検査　＋　胃の検査（胃部X線検査）
Ｃコース：基本の検査　＋　ペプシノーゲン検査（基本の血液採血に含む）

・医療機関：一般財団法人 品川シーズンテラス健診クリニック

〇新型コロナウイルス感染拡大等の事由により、日曜健康診断が中止になる場合もあります。
〇当日はマスクを着用願います。また、発熱、倦怠感など体調不良の方、新型コロナ感染者の
　濃厚接触者にあたる方は受診をお断りさせていただきます。
〇日曜健康診断に申し込むと、委託健康診断・人間ドックでの補助金、おうちでドックの利用
　補助の利用ができません。
〇受付時間等も含めて、医療機関に委託しており、直接、医療機関から問診票が送られます。
　申込後のコース変更はご遠慮ください。
〇受診結果は１２月上旬に発送予定です。

９月２７日（月）午後５時《必着》 通 知

申込方法

１０月２０日頃　医療機関より受診票を、
当センターより振込用紙を郵送します。

Ｃコ ー ス
ペプシノーゲ
ン検査とは

専用はがき／ＦＡＸ／ホームページより、次の事項をご記入のうえお申込ください。
　　　　　　１　コース名（ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ コース） 
　　　　　　２　会員番号・会員氏名・送付先（自宅または勤務先）
　　　　　　３　受診者の　①氏名（フリガナ）　 ②生年月日（例：平成５年６月７日）
　　　　　　　　　　　　　③性別　④申し込み区分（会員・家族・関係者）
● 複数人で申込む場合も １名ずつ、記載事項１、２、３を明記してください。
　 事業所名とご担当者（会員）の名前をご記入ください。

血液中のペプシノーゲンの産出量を測定することによって、高い確率で萎縮性胃炎を発見することができます。
胃がんは萎縮性胃炎を経て発生する可能性が高いので胃がんの早期発見に有効な検査方法と言えます。胃を切除
された方はペプシノーゲン検査数値が異常値となりますので、検査をお受けにならないようお願いいたします。
　　　　　　　　　  ２０２１年度健康診断実施医療機関　　一般財団法人 品川シーズンテラス健診クリニック

締 切

※注意事項

Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

４,７００円
９,４００円
７,０００円

５,９００円
１１,７００円
８,７００円

７,９００円
１５,５００円
１１,６００円

会 員 家 族 関 係 者
料 金 表

記載事項

日曜健康診断 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X
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東京ドームシティ「得１０チケット」【後期分】発売開始 ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

とくてん

販売開始

販売枚数

申込方法

利用期間

料 金

そ の 他

９月２４日（金）から（同日より事前申込受付分も順次発送します。）
１０月 1日（金）から令和４年３月３１日（木）まで

一会員　前・後期合わせて　１０冊まで

　　 窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、会員番号・
会員氏名・チケット名（後期分）・枚数・送付先（自宅または勤務先）を明記して
お申込み下さい。

１冊 （１０ポイント）２,５００円（大人・小人共通）

☆得１０チケットは東京ドームの施設で利用できるポイントブックです。
※各施設の営業情報は下記URL及び各施設HPにてご確認ください。
　https://www.tokyo-dome.co.jp

東京ドームシティ「得１０チケット」【前期分】の有効期限が延長になりました。
２０２１年９月３０日（木）　⇒　２０２１年１１月３０日（火）

＊ 注目情報 ＊

映画鑑賞券「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（後期分）を発売開始！ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

TOHOシネマズ各館で利用できる「パスポートチケット（TCチケット）」です。
※前期分のご購入枚数に関わらず、後期分は5枚 まで購入できます。

利用期限

販売枚数

料 金

そ の 他

１０月１日（金）から令和４年３月３１日（木）まで

１枚 １,２００円　大人・大学生・高校生以下共通券
（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　後期分　５枚まで　予定枚数の完売をもって販売終了。
直接　　 窓口でご購入いただくか、電話／ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで、会員
番号・会員氏名・チケット名（後期分）・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。
●現金との交換、返金及び再発行はできません。
●ＴＣチケットの利用方法はＴＯＨＯのホームページをご覧下さい。

申込方法

販売開始 ９月２４日（金）から（同日より事前申込受付分も随時発送します）

　　　　　　　  映画鑑賞券「ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット」（前期分）
１０枚まで購入可能！！ すでに５枚購入された方も、５枚まで追加購入可能です。
※利用期限は９月３０日（木）までです。
※開館情報をご確認の上、チケットをお申し込みください。

＊ 注目情報 ＊



ポーラ美術館コレクション展  甘美なるフランス ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

モネ、ルノワールからマティス、シャガールまで～渋谷で出会う珠玉のコレクション～
日本でも屈指の西洋絵画コレクションを誇るポーラ美術館から、特に人気の高いフランスで活躍した作家２８名
による絵画を精選し、化粧道具コレクションと合わせた総数約９０点の作品を紹介します。

開催日時
注意事項

会 場

販売価格

申込方法
締 切

Bunkamuraザ・ミュージアム（渋谷）

９月１８日（土）から１１月２３日（火・祝）まで
○午前１０時～午後６時
　毎週金・土曜日は午後 9時まで
　※金・土の夜間開館につきましては予定のため変更になる可能性も
　　あります。
　※いずれも入館は閉館３０分前まで
○休館日　９月２８日（火）、および１０月２６日（火）
　※館内混雑の際はご入館をお待ちいただく場合があります。
　※会期中のすべての土日祝および、１１月１５日（月）～１１月２３日
　　（火・祝）は事前に【オンラインによる入場日時予約】が必要とな
　　ります。詳細はBunkamuraホームページにてご確認ください。
　※状況により、会期・開館時間等が変更になる場合があります。
　　詳細はBunkamura ホームページでご確認ください。
　☆音声ガイド：ナビゲーター　下野　紘

一　般　１,１００円
大学生・高校生　６００円　＊　　では小・中学生券は取り扱いません。
（通常当日券　一般価格 １,７００円　大学・高校生 １,０００円　小・中学生 ７００円）

ピエール・オーギュスト・ルノワール
 《レースの帽子の少女》 
１８９１年 油彩 /カンヴァス

我が国においては、平安時代から現代にいたるまで、様々な刀工が、数多くの名刀を生み出してきました。これ
らの刀剣は、源平による戦乱や群雄割拠の覇権争いを経てそれぞれ歴史を重ね、近世以降は武家の格式を物語
る道具として珍重されてきました。本展では、匠の技により鍛え抜かれた刀剣を一堂に集めます。さらに合戦絵
巻や物語絵によって武家の暮らしをふりかえり、日本の洗練された武家文化を堪能する貴重な機会となります。

９月１５日（水）から１０月３１日（日）まで
＊作品保護のため会期中展示替あり。
○午前１０時～午後６時
　金・土、および９月１９日（日）、２２日（水）、
　２３日（木・祝）、２６日（日）　は午後８時まで開館。
　いずれも入館は閉館の３０分前まで　　　　　　　　
○休館日　火曜日　ただし１０月２６日（火）は午後６時まで開館
　※中学生以下は無料
　※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方１名様のみ無料。
　※開催時間は変更となる場合があります。
　　最新情報は美術館ウェブサイトにてご確認ください。

重要文化財　太刀　銘 □忠（名物膝丸・薄緑）
一口　鎌倉時代　１３世紀　京都・大覚寺

１０月２９日（金）まで
１０月２２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

サントリー美術館　（東京ミッドタウン　ガレリア３Ｆ）

開催日時
注意事項

会 場

販売価格

申込方法
締 切

一　般　　　１,１００円（当日券　１,７００円）
大学・高校生　 ７００円（当日券　１,２００円）

サントリー美術館
開館６０周年記念展

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口「刀剣　もののふの心」

－４－

１１月１９日（金）まで
１１月１２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



－５－

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 TEL 03-6812-0871 FAX 03-3881-8052

“　　” 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９月以降入会される場合には、入会金に加え最大７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。

（注）いずれも予定枚数の完売をもって販売終了となります。 

開 催 日 程チケット名 販 売 期 間 　詳 細　

「 布 」
～うつくしき日本の手仕事～

バンクシーって誰？展

９／２０（月・祝）
まで

１２／５（日）まで

●窓口　　９／１７まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　　　　　９／１３まで

●窓口　　１１／３０まで
●ハガキ／ＦＡＸ／ホームページ
　　　　　１１／２６まで

Fromゆう８月号

Fromゆう８月号

☆☆ 「美術展チケット」販売中 ☆☆ ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X

ゆう
窓口

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

施設ごとに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



２,０００円
（通常 3,355 円）

ランチ、ディナーともワンドリンク付き《生ビール（小）、グラス紹興酒、日本酒、グラスワイン、サングリア（フ
ルーツワイン）、アイスウーロンティー、アイスジャスミンティー》

ランチ

ディナー

３,７００円
（通常 5,115 円）

５,８００円
（通常 7,315 円）

11：00
　～ 15：00
（L.O 14：00）

Ａ

Ｂ

17：00
　～ 22：00
（L.O 21：00）

前菜４種盛り合わせ、季節の蒸しスープ、
本日の点心 3種盛り合わせ（餃子・焼売・揚げワンタン等）、
メインデッシュ(季節のお料理３種よりチョイス )、
ご飯またはおかゆ、本日のデザート２種盛り合わせ

前菜４種盛り合わせ、小鮑の蒸し物、ふかひれスープと共に、
北京ダックとハーブサラダのチャイナクレープ包み、
海老と白身魚の柑橘香り炒め、国産牛の柔らか煮  旬の根菜添え、
葱香るスープ麺、本日のデザート２種盛り合わせ

季節の前菜 6種盛り合わせ、上海蟹とふかひれのスープ、
北京ダックとハーブサラダのチャイナクレープ包み、
活け鮑と大海老のプレート、
国産牛の柔らか煮とフォアグラのロッシーニ風、
葱香るスープ麺、本日のデザート２種盛り合わせ

●料金は、消費税、サービス料が含まれます。
●食材の都合により、予告なくメニューが変わる場合があります。
●全席禁煙となります。

券　種 コース 時　間 料　金 内　　　　容

地上150mの絶景ダイニングで中国料理をお楽しみください。

９月１７日（金）～１２月３１日（金）
※満席の際は、ご利用できない場合もあります。
※ディナー除外日：１２月２３～２５日

予 約 先

開催期間

０３－５６１０－３０５６（１１:００～２２:００）
墨田区押上１－１－２  東京スカイツリータウン・東京ソラマチ３１Ｆ
東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」正面口
東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成押上線「押上駅」B3出口すぐ

住 所
交 通

昴「すばる」銀座アスター 東京スカイツリータウン 東京ソラマチ３１階

写真はイメージです。

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。

ご案内中の食事チケット
○ホテルオークラ東京ベイ（予約制）
　　　　　９月３０日まで。詳しくは「Fromゆう」６月号をご覧ください。
○帝国ホテル東京レストランパークサイドダイナー（会員証提示）
　　　　　９月３０日まで。詳しくは「Fromゆう」７月号をご覧ください。

－６－



－７－

《広告》シアター１０１０

《広告》ゆう指定店　株式会社 孝行舎

味の宅配便 静岡産　次郎柿
果肉はコリコリとした食感のある完全甘柿です。
商 品

料 金

申込口数
商品発送
締 切
支 払

申込方法

静岡産　贈答用　次郎柿
（Ａ）２Ｌサイズ １２個 箱入り　２,８００円　（一般料金　３,８６０円）
（Ｂ）２Ｌサイズ ２６個 箱入り　４,６００円　（一般料金　６,１７０円）
　　　※ （Ａ）・（Ｂ）ともに送料・税込の料金です。
　　　※ 北海道、沖縄、伊豆諸島等離島への発送はできません。
（Ａ）・（Ｂ）合わせて一会員２口まで
１１月中旬発送予定　天候や収穫状況等の変動により多少前後する場合もあります。
９月２４日（金）午後５時必着
１０月４日（月）頃に送付する払込票にて、到着後 1週間以内にお支払いください。
ハガキ／ＦＡＸ／ホームページに①～⑤を明記のうえ、お申込みください。
①柿　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　⑤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…送付先の「郵便番号・住所・氏名・連絡先電話番号」

ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X
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ホームペ－ジ専用ハガキ
＆
F A X観劇・コンサート

ミュージカル
「マイ・フェア・レディ」 ミュージカル『ＧＲＥＡＳＥ』

あの素晴しい歌をもう一度
コンサート２０２１

青春の歌！時代の歌！さあ！有楽町で奇跡の一日を！

日本ミュージカル史に燦然と輝く金字塔、１２年ぶりに帝国劇場で堂々上演！

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。
９月２４日（金）　＜ 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１０／６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。
　　で販売した観劇・コンサートを鑑賞するために託児サービスを利用した場合に補助をします。
詳しくは「利用ガイド　　 ２０２１」P.３８をご覧ください。

◆申込方法

◆注　　意
◆締　　切
◆通　　知

◆キャンセル
◆託児サービス
　利用補助

Ticket
TicketTick

et

放送開始４５周年記念

「徹子の部屋」コンサート
11/24（水）18：00
全席指定　9,000 円
　（一般料金　12,000 円）

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールA（有楽町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

司会：黒柳徹子
ゲスト：ゴダイゴ 　純烈　中村雅俊　野口五郎　藤あや子
　　　　南こうせつ【五十音順 /敬称略】

財津和夫コンサート2021with姫野達也
～All Izz Well～

11/22（月）18：00
全席指定　5,200 円
　（一般料金　7,000 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

財津和夫と姫野達也によるコンサートも４回目のシリーズです。
「All Izz Well」と銘打って、TULIP や財津ソロから洋楽のカバーなど、
心に染みわたるナンバーを堪能してください。３年ぶりの葛飾のス
テージをお楽しみください。明日からも「きっと、うまくいきます！」

KAORI  PARADISE  2021
11/13（土）16：30
全席指定　4,500 円
　（一般料金　6,000 円）

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊２歳以下膝上１名まで無料（座席が必要な場合有料）。
　３歳以上はチケットが必要。

昭和、平成、そして令和と、３時代を駆け抜けてきた岸谷香の楽曲たち
プリンセス プリンセス 「Ｍ」、「Diamonds〈ダイアモンド〉」ほか
岸谷香の最新ソロ作品をピアノとアコースティックギターでお届けします。

10/29（金）14：30
全席指定　7,000 円
　（一般料金　9,500 円）

会場：東京国際フォーラムホールA（有楽町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可

「あの素晴しい歌をもう一度コンサート」は、時代を彩った名曲・ヒット
曲をアーティスト・観客が一体となって楽しむコンサートです。
出演：きたやまおさむ　杉山清貴　中村雅俊　林部智史　南こうせつ　
　　　森山良子　渡辺美里　ニッポン放送パーソナリティ : 上柳昌彦
　　　※五十音順

11/17（水）18：00
Ｓ席指定　10,000 円
　 （一般料金　14,500 円）

会場：帝国劇場（日比谷）

枚数：８枚（一会員２枚まで）

出演：神田沙也加　寺脇康文
　　　相島一之　今井清隆　前山剛久
　　　春風ひとみ　伊東弘美　前田美波里　ほか

10/30（土） ❶13：00　❷17：30
10/31（日） ❸13：00
全席指定　8,000 円
　（一般料金　11,800 円）

会場：シアター１０１０（北千住）

枚数：各回６枚（一会員２枚まで）

＊未就学児入場不可

出演：三浦宏規　屋比久知奈　ほか

シビれるほどの恋と友情！最高にハッピーな青春学園ミュージカル、上演決定！

岸 谷　香



－９－

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2021

Pianos' Conversation 2021 『ジャンガリアン』
文学座公演

LEO 箏リサイタル

千住落語会　第２０回記念公演

春風亭一之輔 独演会
～笑い響く秋の午後～

11/2（火）15：00
全席指定　2,500 円
　（一般料金　3,800 円）

会場：シアター１０１０（北千住）

枚数：10枚（一会員２枚まで）

＊未就学児入場不可　

出演：春風亭一之輔　ほか
写真：キッチンミノル

❶ 11/5（金）19：00 ※ミステリアス＆ダークSP
❷ 11/7（日）14：00
Ｓ席指定　6,600 円
　（一般料金　8,900 円）

会場：東京国際フォーラム
　　　ホールA（有楽町）
枚数：各回８枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可　
ディズニー・アニメーションや映画・テーマパークの音楽を、オーケストラとヴォーカリス
トの生演奏でお贈りする、大人のための音楽会。「Music Forever ～永遠に続く“愛”」をテー
マに、音楽でつながる家族の絆を描いた『リメンバー・ミー』をフィーチャー！

10/30（土）15：00
Ｓ席指定　4,000 円
　（一般料金　6,000 円）

会場：Bunkamura
　　　オーチャードホール（渋谷）
枚数：８枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可　

ピアノ：山下洋輔、横山幸雄
曲目：ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー（２台ピアノ）ほか
ジャズとクラシックを代表する名手二人による圧倒的コラボレーションが実現！

©Akihiko Sonoda/©齋藤 亢

11/13（土）13：30
Ｓ席指定　4,300 円
　（一般料金　6,200 円）
会場：紀伊國屋サザンシアター
　　　TAKASHIMAYA（新宿３丁目）
枚数：10枚（一会員２枚まで）
＊未就学児入場不可
古い店に新しい風は吹くのか！？。モンゴルからの留学生が小さなトンカツ屋で巻き起こす、ささやかだけ
ど深い変化の物語。
作：横山拓也
演出：松本祐子
出演：たかお鷹　高橋克明　林田一高　奥田一平　川合耀祐　吉野由志子　金沢映実　吉野実紗

10/22（金）19：00
Ｓ席指定　3,700 円
　（一般料金　5,000 円）

会場：紀尾井ホール（四ツ谷）

枚数：８枚（一会員２枚まで）

＊未就学児入場不可

出演：LEO（箏）、坂入健司郎（指揮）、特別編成室内管弦楽団
ゲスト出演：藤原道山（尺八）※〈参加楽曲〉上弦の曲

世界初演プログラムで送る、一夜限りの特別公演

Presentation licensed
by Disney Concerts. 
©Disney

クミコ コンサート ２０２１
11/7（日）15：00
全席指定　7,000 円
　（一般料金　9,500 円）

会場：ＥＸシアター六本木（六本木）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

＊未就学児入場不可

出演：クミコ　ゲスト：篠井英介
※クミコ直筆サイン入りのＣＤ「十年／人生のメリーゴーランド」を
　コンサート当日、会場にてお渡しします。ドリンク代込み。

わが麗しき歌物語Vol.４ ～あれから１０年、これから１０年～

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため急きょ、中止・延期になる場合がございます。ご了
　承のうえお申し込みください。
＊　　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。（　　では追加販売いたしません）
＊ご来場にあたり各公演公式ホームページ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、発熱や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。

ステージ写真は過去の公演です。



－１０－

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

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。

サービスセンター　　からのお知らせ
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