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今号のチラシ 家庭常備薬等の斡旋について【大日商事株式会社 事業所分】

1部 ： ゼロからのブランド創造への挑戦　45分
　ベアーズの創業ストーリーについて、実体験から生まれたサービス、
　家事代行サービスの現在や生活者の変容について

2部 ： 目からウロコ！“楽ラクキレイ”お掃除術　50分
　あなたも み くり  になれる？ 「逃げ恥」監修で教えた髙橋ゆき考案の
　お掃除アイテムや楽しくて楽（ラク）ちんな「楽

らく

ラクお掃除術」

＊きんぷくは㈱ベアーズと契約をしています。
www.happy-bears.com 　で検索

日　時   5 月 13 日（土） １4：00～16：0０
会　場   渋谷区立勤労福祉会館 ２階 第１洋室

参加費   無料　 募　集   60名　 申込方法     ☎
電話で
  03-3780-0878～9（先着順）

プロフィール  髙橋 ゆき　家事研究家
家事代行サービス ベアーズ取締役副社長、 家事大学学長(www.kaji-university.com)

キッズからシニアまでの暮らしの向上を研究し、家事のスペシャリストとして
テレビ・雑誌などで幅広く活躍、TBSドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」では家事指導を担当。
お掃除の監修を行い大きな話題を集める。
2015年２月世界初の家事を学べる学校「家事大学」を設立。

髙橋 ゆき
 家事大学学長

～女性の笑顔の価値
　　暮らし方セミナー ～ 

講
師
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 年間36万人が命を落としている「がん」
 日本人の死亡原因1位「がん」 今なお急増中

 がん罹患リスク

　 男性→100人中63人、女性→100人中43人

 がんの早期発見とは

 私達の身近なところにある「発がん」の危険性

 知っていますか？ がんの治療費

医療セミナー   がんの早期発見 と がん治療最前線

講演のポイント

◇ 早期発見が分かれ道になる「がん」という病気
◇ 切らずにがんを治療する最先端放射線治療
　 サイバーナイフ治療について 

がん患者様の実際 　久野美穂 様より
2013年乳がん宣告、社会復帰後再発転移、現在も進行性乳がん闘病中
フジテレビのドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィクション」（2016年放
送）ではリアルな闘病生活が反響を呼びました。

講　師  
南東北グループ　医療法人社団　三成会
新百合ヶ丘総合病院予防医学センター　

大石 朝子 氏
所属学会　日本がん検診・診断学会
　　　　　日本禁煙学会、日本婦人科がん検診学会
　　　　　日本乳がん検診学会 　

《 協賛：三井住友海上あいおい生命保険（株）》

日　　時　3月23日（木） 14：00～16：00
会　　場　渋谷区立勤労福祉会館 ２階 第２洋室

募　　集　30名　　　参加費　無料

申込方法  
☎
電話で

（先着順）

内　容

1）ネイルケア
・爪の長さ、かたちを整える
・爪の表面を磨く
・保湿

2）カラーリング・デザイン
・ポリッシュ（ネイルエナメル）でのカラーリング
・デザイン
 （数種類のデザイン見本から選んでいただきます）

講　師   NPO法人 インターナショナル・ネイルアソシエーション

１日だけのネイルサロン オープン

春に向かって ワタシにうれしいプレゼント  指先をキレイに華やかに…

ネイルが大好きな方はもちろん、
ネイルサロン未経験の方も大丈夫。

ネイルの施術を体験しませんか？

日　時　3月18日（土） 13：30～16：30
会　場　渋谷区立勤労福祉会館 ２階 第１洋室
募　集　25名
＊30分単位での受付となります。お申し込み時
にご希望の時間帯をお知らせください。

参 加 費　1､500円
    （ネイルケアのみ　800円）
　　　　    会員と登録家族以外1,000円UP

申込方法     ☎電話で （先着順）

♬

♬♬

ネイ
ルサ
ロンで

施術する
ことのよさを実感

爪に
つい
ての興

味･関心
も急上昇
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【補助額】 大人 3,000円　　小人（4才～11才） 2,000円　　　
【対象者】 会員と登録家族　

　　　【宿泊料】 大人 2,300円
 ・ 5,300円 から 3,000円 を補助

 小人  1,300円
 ・ 3,300円 から 2,000円 を補助

ただし、特定期間及び土曜日宿泊の区外在住者は
大人7,300円/小人4,300円からの補助となります。
※特定期間については、直接施設へお問い合わせ下さい。 
※一人利用は別料金

なんと！
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渋谷区  区民保養施設
河津さくらの里しぶや
〒413-0511
静岡県賀茂郡
　河津町峰 498-1

利用期間   4～6月宿泊分　　　 さらに 9・10月も対象！期間
拡大

～ 特別補助キャンペーン ～
河津さくらの里 しぶや河津さくらの里 しぶや渋谷区立

期間中２泊まで、ドーン と補助します！！
ご利用ください！

※詳細はエンジョイライフニュースでお知らせします。
 （４～６月ですでに２泊分の補助を受けられた方は対象外となります。）

 利用方法 (共通)
① 宿泊予約・お問合せ
 ・河津さくらの里しぶや　☎ 0558-32-1020（9時～18時）
 ・峰の原青少年山の家　渋谷区子ども家庭部 子ども青少年対策課青少年育成係　☎ 03-3463-2578
　　　　▼
② 利用券受け取り(きんぷく窓口)
　　　　▼
③ ご宿泊当日(宿フロントに利用券提出)　※宿泊補助対象確認のため、身分証をお持ち下さい。

【補助額】 大人 1,000円　小
（4才～14才）

人 500円
 年度内一泊まで
 ※宿泊料から補助します。
【対象者】 会員と登録家族　
【宿泊料】 ① 区内在住者

 ・大人 1,900円　・小人 1,300円
 ② 区外在住者
 ・大人 3,900円　・小人 2,100円
　　

〒386-2211
長野県須坂市大字仁礼峰の原3153-539

～ 北アルプス・菅平高原・根子岳など大自然に触れ、楽しんでみませんか ～

新規 宿泊補助

渋谷区立　峰の原青少年山の家
年齢問わずご利用できます　

河津さくらの里 しぶや
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利用補助券

　

　１会員につき

   ★通年遊園施設利用券 …………………    6枚
    ★映画利用補助券 ………………………    4枚
    ★入

入浴施設の料金は６ページ参照
浴施設利用補助券 ………………… 10枚

　　を今号に同封しています。

●  としまえんについては「木馬の会法人会員」の終了
に伴い、４月から遊園施設利用券の利用対象施設と
なりました。 料金等は券面をご確認ください。

●  入浴券の発行に伴い、タイムズ スパ・レスタの入館券
販売、大江戸温泉物語（お台場・浦安万華鏡）、箱根
湯寮の補助券発行は終了となります。

★東京ディズニーリゾート® 
　 コーポレートプログラム利用券の
　 配付枚数が増えます。

利用券は3月下旬より公社窓口で配布します。
500円券については終了となります。

変更前

1,000円券×2枚
500円券×最大5枚

変更後

1,000円券×5枚
有効期間：

2017.4/1～2018.3/31
ただし2018年1月以降に入会
の方は、2枚までのお渡しと
なります。

１会員につき

新年度（2017年4月～）の公社事業のお知らせ

★契約終了
　・東急スポーツオアシスのチケット販売
　・伊豆シャボテン公園・ぐらんぱる公園・伊豆海洋
　　公園の割引利用

記
1 請　求　者 会員である事業主（事業所単位の請求となります）
2 対　　　象 ４人以上の会員事業所（事業主）　
3 補 助金額 １人につき2,000円
4 請求方法 受診後①と②を添えて、「きんぷく」にご請求ください。
 ① 定期健康診断補助金支給請求書と受診者名簿に必要事項をご記入・押印
 　※用紙は公社窓口及び、ホームページの新着情報からダウンロード
 ② 証明書類…定期健康診断受診の記載のある領収書　　　
5 請求期限　　　支払日より６ヶ月以内
　◎注意事項 ・個人で受診した健康診断および、公社指定病院の「（一般）健康診断補助」を受ける場合は対象
 　となりません。
 ・受診費用が受診者1人につき2,000円に満たない場合、補助金額は受診費用と同額となります。
 ・領収書の宛名には事業所名が記載されているものであること。（個人名の領収書は補助の対象
 　外となります）
 ・事業主の請求に基づき、事業主にお支払いします。詳細についてはお問い合わせください。

≪事業主・社員の健康チェック≫

「定期健康診断補助」を実施します。
　この補助事業は、事業所（事業主）経費で「定期健康診断」を実施した場合、

年度内に１回を限度として、受診料の一部を補助します。

★全福センターに加入し、福利厚生事業を拡充します。
お台場ジョイポリス、レゴランドディスカバリーセンター、
マダムタッソー、東武動物公園、映画観賞券のチケット
販売など。（5ページもご参照ください）

★冬季借上げ宿泊施設事業は終了させていただきます。

★夏季・冬季グルメ食事券の
　   募集人員を大幅に拡充します。
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お問合せ先  一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福センター）
 東京都港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル 西館2F　☎03-3433-2948

全福センターとは、「一般社団法人　全国中小企業勤労者福祉サービス
センター」の略称で、全国各市区町村にある中小企業勤労者福祉のため
のサービスセンターなどの活動をサポートする厚生労働省所管の公益法
人です。全福センターが提供するスケールメリットを活かした様々な福利
厚生サービスを「きんぷく会員の皆様」も利用することができます。

【おもなサービスメニュー】
宿 泊 施 設 ホテル・旅館など全国約2,000軒の提携宿泊施設の割引

レジャー施 設 全国の遊園地や美術館、博物館、スキー場やゴルフ場の割引

生 活サポート
通信教育やレンタカー、引越し、家事代行など日々の生活サポート。
有名メーカーのドリンクが半額で購入できたり、洋服がさらに安く購入できたりも！

全福センター

https://www.zenpuku.or.jp/
または

までアクセス

詳しくは

★宿泊施設の予約・利用について 　
　①ご予約は、指定の予約方法に従ってお申し込みください。
　 （一部インターネットから予約の施設があります。）
　②電話でご予約の際は、「全福センター会員」であること、次に「渋

谷区勤労者福祉公社」の会員であることを告げてください。
　③施設をご利用の際は、公社会員証と協定施設割引券を呈示

してください。

ここを
クリック！

全国中小企業勤労者福祉サービスセンター　ホームページ

ご利用方法は施設やサービスによって異なります。詳しく
は全福センターのホームページからご確認ください。
その際、IDとパスワードが必要になります。

利用方法

ID : kt     パスワード： zenpuku

★ご利用の際に「協定施設割引券」の提示が必要となる場合があります。その際は、全福センターホームページの
トップページからダウンロードするか、下の割引券（会員番号と氏名を記入）をコピーしてお使いください。　
　※公社窓口でもお渡しします。

4月1日から加盟します！
全 福 セ ン タ ー
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江川漁業協同組合　木更津市江川 576-6 　☎ 0438-41-2234（代） 　　http://www.egawa-gyokyou.or.jp

※チケット購入後の払い戻し不可
※会員の同行者は、団体料金（大人 1,500 円・子ども 750円）になります。 現地で、チケット購入時にお伝えください。、チケット購入時にお伝えください。

3/28（火）～
8/11（金・祝）
3/28（火）～
8/11（金・祝）

潮干狩り期間

（潮干狩場へは徒歩でも行けます。）
※　 無料大駐車場有。
※更衣室・砂ぬき用海水あり・休憩所（有料）完備。
P

渡船料（片道）：大人 200 円 / こども 100 円

入場時に「渋谷区勤労者福祉公社会員」であることを申し出てください。

その他料金
（現地払い）

1会員・５枚まで （限定50枚）料金

（4才～小学生）

大　人 1,000円（当日：1,600 円） ＊採貝 2kgまで ▼

  500 円（当日：　800円） ＊採貝 1kgまで こども ▼

超過採貝料金：
1kgにつき900円

潮見表（潮干狩可能日時）はホームページをご確認
いただくか、現地へお問い合わせください。木更津  江川海岸

アクアラインで15分
（川崎←→木更津間） 潮干狩り券潮干狩り券潮干狩り券潮干狩り券 公社窓口で

販売！

● 用具料：熊手 200円/アミ 200円▶貸熊手 50円（特別料金）

入 浴 施 設 利 用 補 助 券  利 用 料 金 表
　　深夜料金等の追加料金など詳細については各施設へお問い合わせください。

 東京お台場大江戸温泉物語   割会員証
中学生以上 4才～小学生

全日 18時以降 全日
1586円

（2612円～）
1154円

（2072円～）
140円

（1058円）

 大江戸温泉物語浦安万華郷   割会員証
中学生以上 4才～小学生

全日 特定日 全日 特定日
1024円
（1748円～）

1996円★
（2396円）

10円
（734円～）

550円★
（950円）

 豊島園　庭の湯
平日 土日祝・特定日

1610円（2310円） 1710円（2310円）
※小学生以下入館不可

 タイムズ スパ・レスタ　  　   割会員証
平日 土日祝・特定日

1900円（2750円） 2250円（3100円）
※18才未満入館不可

 浅草ROX　まつり湯　　　     割会員証
中学生以上 4才～小学生

1490円（2700円） 545円（1350円） 

 武蔵野温泉　なごみの湯      割会員証
中学生以上 4才～小学生 3才以下
1300円
（2000円）

400円
（1050円）

130円★
（530円）

 天然温泉　平和島　　　　　 割会員証
中学生以上 3才～小学生

平日 土日祝 全日
1200円
（1800円）

1500円
（2100円）

500円★
（900円）

 箱根湯寮　　　　　　　　　 割会員証
中学生以上 小学生

800円（1400円） 200円（700円）
※小学生未満入場不可

 江の島アイランド スパ　　　 割会員証
中学生以上 小学生

※日曜は入館不可
GW、7・
8・9月の
特定日

左記以外 GW、7・
8・9月の
特定日

左記以外
の

月～土・祝
2909円
（3660円）

2423円
（3120円）

1225円
（1782円）

982円
（1512円）

※未就学児は入館不可

 ふじやま温泉　　　　　　　 割会員証
中学生以上 3才～小学生

平日 土休日・
繁忙期

平日 土休日・
繁忙期

800円
（1400円）

1100円
（1700円）

200円
（700円）

350円
（850円）

 おふろの王様（相模原店を除く11店舗）
※通常料金から500円引き
※補助券の利用は中学生以上のみ、小学生以
下は対象外となります。

 さがみ湖温泉　うるり　　　 割会員証
中学生以上 3才～小学生

平日 土休日・
繁忙期

平日 土休日・
繁忙期

500円
（1000円）

580円
（1080円）

50円
（550円）

100円
（600円）

 宮前平温泉　湯けむりの庄　 割会員証
中学生以上 小学生

平日 土日祝 平日 土日祝
740円

（1240円）
1000円
（1500円）

220円
（720円）

320円
（820円）

※小学生未満入館不可

 綱島源泉　湯けむりの庄　　 割会員証
中学生以上 小学生

平日 土日祝 平日 土日祝
796円

（1296円）
1012円
（1512円）

472円
（972円）

688円
（1188円）

※小学生未満入館不可

 仙川　湯けむりの里　　　　 割会員証
中学生以上

平日 土日祝
300円（750円）（予定） 400円（850円）（予定）
※補助券の利用は中学生以上のみ、小学生以下
は対象外となります。

 すすき野　湯けむりの里　　  割会員証
中学生以上

平日 土日祝
170円 (620円)（予定） 330円 (780円)（予定）
※補助券の利用は中学生以上のみ、小学生以下
は対象外となります。

● ご利用の際、施設受付で会員証と補助券をご提出ください。下記の料金でご利用いただけます。 
＊ 割会員証  は、公社会員証1枚につき5名まで割引料金（施設にてご確認ください）でご利用可能。ただし、枠内★は対象外です。

期間限定 あっ旋販売   東武動物公園 ハッピーフリーパス
　動物園と遊園地が融合したレジャーランド!　もちろん乗り物乗り放題、夏はプールも利用できます。

所在地：埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀110　☎0480-93-1200（代表）　（電車）東武伊勢崎線「東武動物公園駅」徒歩10分

申込方法 ☎
電話で  で　３月６日（月）～21日（火）（先着順）

引渡し ４月１日（土）から公社窓口で代金と引換えでお渡しします。

料金 １会員・５枚まで （限定150枚）
 大人・小人（3才～）共通 ▶ 1,500円（通常大人4,800円）

※（　）は通常料金

有効期間  2017年4月1日～　　2018年3月31日

天然温泉  仙川  湯けむりの里
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日本ハム戦
（エキサイトシート）
G12ブロック
１塁側C列（13・14）

巨人戦
（ビームシート） 
Ａ09ブロック
１塁側７列（328･329）

〈東京ドーム座席案内図〉〈東京ドーム座席案内図〉

ヤクルト戦
（スターシート） 
1 塁側11段（021・022）

〈神宮球場座席案内図〉〈神宮球場座席案内図〉

結  果  連  絡 応募者多数の場合は抽選となります。 当選された方には 3 月 18日（土）までに電話でご連絡いたします。 
※当選連絡後のキャンセルは、お受けできませんのでご了承ください。

チケットの引渡し 3月21日（火）から窓口で代金と引換えでお渡しいたします。
空  席  販  売 ◆ 空席状況は、3月22日（水）から窓口に掲示します。 （電話での問合せ可）　

◆ 一般の方にも販売いたします。 

そ   の    他 ◆ ヤクルト主催試合（神宮球場）が雨天等で中止となった場合、 
 　公社窓口で払戻しを行ってください。  
　 予備日への 変更はできません。 ※予備日の日程は決まり次第、窓口に掲示、販売いたします。 

販売料金 ※ペア席です （各試合１日１組）

巨　　人戦（東京ドーム）

主催チーム

ヤクルト戦.（神宮球場）

日本ハム戦（東京ドーム）

料　　金

10,000円

5,000円

9,000円

（先着順）

開幕 !! 開幕 !! 20172017プロ野球プロ野球 前半戦を販売します

申込方法 主催球団・観戦希望日（第２希望含）ごとに
それぞれ郵便はがきでお申し込みください。

① 主催チーム名（巨人戦・ヤクルト戦・日本ハム戦のいずれか）　② 会員番号　③ 会員氏名
④ 昼間の連絡先　⑤ 観戦希望日（第１希望、 第２希望を記入してください） 

申込締切 3月16日（木） 公社必着

記載項目▶
※必ず記載してください。

巨人戦
試合日 曜日 時間 対戦相手 試合日 曜日 時間 対戦相手 試合日 曜日 時間 対戦相手
3月31日 金 18:00 中日 5月  2日 火 18:00 横浜 6月  2日 金 18:00 セ・パ交流戦オリックス
4月  1日 土 14:00 中日 5月  3日 水 18:00 横浜 6月  3日 土 14:00 セ・パ交流戦オリックス
4月  2日 日 14:00 中日 5月  4日 木 14:00 横浜 6月  4日 日 14:00 セ・パ交流戦オリックス
4月11日 火 18:00 広島 5月  9日 火 18:00 阪神 6月13日 火 18:00 セ・パ交流戦ソフトバンク
4月12日 水 18:00 広島 5月10日 水 18:00 阪神 6月14日 水 18:00 セ・パ交流戦ソフトバンク
4月13日 木 18:00 広島 5月16日 火 18:00 ヤクルト 6月15日 木 18:00 セ・パ交流戦ソフトバンク
4月21日 金 18:00 阪神 5月17日 水 18:00 ヤクルト 6月16日 金 18:00 セ・パ交流戦ロッテ
4月22日 土 14:00 阪神 5月18日 木 18:00 ヤクルト 6月17日 土 18:00 セ・パ交流戦ロッテ
4月23日 日 14:00 阪神 5月26日 金 18:00 広島 6月18日 日 14:00 セ・パ交流戦ロッテ

5月27日 土 18:00 広島 6月23日 金 18:00 中日
5月28日 日 14:00 広島 6月24日 土 18:00 中日

6月25日 日 14:00 中日

ヤクルト戦
試合日 曜日 時間 対戦相手 試合日 曜日 時間 対戦相手 試合日 曜日 時間 対戦相手
3月31日 金 18:00 横浜 5月  2日 火 18:00 阪神 6月  2日 金 18:00 セ・パ交流戦西武
4月  1日 土 14:00 横浜 5月  3日 水 14:00 阪神 6月  3日 土 14:00 セ・パ交流戦西武
4月  2日 日 13:00 横浜 5月  4日 木 13:00 阪神 6月  4日 日 13:00 セ・パ交流戦西武
4月11日 火 18:00 中日 5月  9日 火 18:00 広島 6月13日 火 18:00 セ・パ交流戦楽天
4月12日 水 18:00 中日 5月10日 水 18:00 広島 6月14日 水 18:00 セ・パ交流戦楽天
4月13日 木 18:00 中日 5月11日 木 18:00 広島 6月15日 木 18:00 セ・パ交流戦楽天
4月21日 金 18:00 広島 5月19日 金 18:00 阪神 6月16日 金 18:00 セ・パ交流戦日ハム
4月22日 土 18:00 広島 5月20日 土 18:00 阪神 6月17日 土 14:00 セ・パ交流戦日ハム
4月23日 日 18:00 広島 5月21日 日 18:00 阪神 6月18日 日 13:00 セ・パ交流戦日ハム
4月28日 金 18:00 巨人 6月23日 金 18:00 横浜
4月29日 土 18:00 巨人 6月24日 土 14:00 横浜
4月30日 日 18:00 巨人 6月25日 日 13:00 横浜

日本ハム戦
試合日 曜日 時間 対戦相手 試合日 曜日 時間 対戦相手
4月20日 木 18:00 オリックス 5月12日 金 18:00 ロッテ

5月13日 土 14:00 ロッテ
5月14日 日 14:00 ロッテ
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利用対象  会員と登録家族　※一般の方は通常料金となります。

申込方法  ☎
電話で  FAX

で 　3/8（水）8：30 ～ 3/17（金）17：00　 ※予定枚数に達した時点で締切り 
 ☎ 03-3780-0878～9　  FAX 03-3780-0878
  ※FAXの方は、会員番号･氏名･演目（公演日）・枚数・連絡先を明記し、 送信してください。 
　 　 　受付確認後、 ご連絡いたします。 

引渡し  4月4日（火）から公社窓口で代金と引換えでお渡しいたします。
 ※ 10  六月歌舞伎鑑賞教室は入荷次第ご連絡いたします。 

注意事項
◆チケットは受付終了後、取りまとめて購入しますので、 申込後のキャンセルや変更はお受けできません。 
◆座席の指定はできませんので、 ご了承のうえお申し込みください。

観劇・コンサート◎entertainment  theater ＆ concert

子どもたちが楽しめるように、はなやかな見せ場とお話し
つき。はじめてのバレエ鑑賞にぴったりの公演です。

会場▶東京文化会館
日時▶4/30(日） 13：30開演
枚数▶10枚（S席）

料金▶ 大人
 4,200  円
　　 （通常5,000円）

 　　  4歳～中学生
 2,000  円
　　 （通常2,500円）
※3歳以下入場不可

2 東京バレエ団　子どものためのバレエ
「ドン・キホーテの夢」

ようこそ！ロミオとジュリエットの世界へ！！ ヴェローナの
街へタイムスリップ！ 三世代で楽しめる新バレエ「ロミオと
ジュリエット」、おそろいでお楽しみ下さい。
【出演】佐藤朋美、峠田慎太郎、松山バレエ団

会場▶Bunkamuraオーチャードホール
日時▶5/5（金･祝） 11：30開演
枚数▶10枚（S席）
料金▶ 大人
 4,800  円
　　 （通常6,000円）

 　　  0歳～中学生
 2,300  円
　　 （通常3,000円）

3 2017松山バレエ団 こどもシェイクスピア劇場
ロミオとジュリエット スペシャルハイライト

歌舞伎とフィギュアスケート、初の饗宴。

【出演】市川染五郎・髙橋大輔・荒川静香 他
【演奏】DRUM TAO

会場▶国立代々木競技場　第一体育館
日時▶5/20（土） 17：00開演
枚数▶10枚（スタンドS席）

料金▶12,000 円（通常16,000円）

4 氷艶  hyoen2017 ―破沙羅―

大好評リクエスト寄席！ ネタのオートクチュール

【ゲスト】ケーシー高峰

会場▶国立劇場　小劇場
日時▶4/29(土）
 17：00開演

枚数▶10枚（全席指定）

料金▶4,000 円
　　  （通常5,000円）
※未就学児童入場不可

1 桂文珍大東京独演会 vol.10
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石丸幹二＆堀内敬子、劇団四季退団後、17年振りの舞台
共演！ 20世紀初頭のアメリカを舞台に、実際にあった冤
罪を題材にした夫婦の愛と感動のミュージカル。石丸幹二
が自ら志願した待望の日本初演！

【出演】石丸幹二・堀内敬子・武田真治・岡本健一 他

会場▶東京芸術劇場
　　  プレイハウス
日時▶5/25(木）
 18：30開演
枚数▶10枚（S席）

料金▶9,500円
　　 （通常13,000円）
※未就学児童入場不可

5 ミュージカル パレード

２度目となる、47都道府県Tour 2016-2017 後半戦！

会場▶東京国際フォーラム
　　   ホールA
日時▶5/28(日）
 17：00開演
枚数▶10枚（全席指定）

料金▶5,500 円
　　  （通常6,800円）
※3歳以上有料（２歳以下入場不可）

6 クリス・ハート
第２回 47都道府県ツアー
～my hometown～

愛奏曲から意欲的な大作まで！ “牛田智大・ザ・ベスト”

【曲目】 リスト：愛の夢、ラ・カンパネラ、ロ短調ソナタ
 ショパン：幻想即興曲
 バッハ（ブゾーニ編）：シャコンヌ
 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第31番 他
　
会場▶東京オペラシティ
　　　コンサートホール
日時▶5/31（水）
 13：30開演
枚数▶10枚（全席指定）

料金▶3,800  円
　　 （通常4,800円）

8 牛田智大  ピアノ・リサイタル
～比類なき若き才能～

出演者による実演を交えた解説と名作・名場面の上演！ 
歌舞伎入門にぴったりの公演です。

【演目】解説「歌舞伎のみかた」
　　　「歌舞伎十八番の内　毛抜」
【出演】中村錦之助、片岡孝太郎 他

会場▶国立劇場 大劇場
日時▶6/4(日）
 11：00開演
枚数▶10枚（1等席）

料金▶2,700円
　　 （通常3,900円）

10 六月歌舞伎鑑賞教室

THE東京喜劇！ 三宅裕司率いる「熱海五郎一座」、今回の
ゲストは藤原紀香！ 爆笑に次ぐ爆笑をあなたに届けます！
【出演・構成・演出】三宅裕司
【出演】渡辺正行、ラサール石井、小倉久寛
　　　  春風亭昇太、東貴博（交互出演）、深沢邦之（交互出演）
【ゲスト出演】藤原紀香

会場▶新橋演舞場
日時▶6/3（土）
 16：30開演
枚数▶10枚（１等席）

料金▶8,000  円
　　 （通常11,000円）

9 東京喜劇
熱海五郎一座
フルボディミステリー
消えた目撃者と悩ましい遺産

2015年緻密で斬新な演出が話題を呼び、2016年はパ
ワーアップして再演！そして2017年、前作のラスト「終末の
谷」から時を経た、その先の新たな物語がついに動き出す！
【原作】岸本斉史（集英社ジャンプコミックス刊）
【出演】松岡広大　佐藤流司／
　　　 悠未ひろ／良知真次 他

会場▶AiiA 2.5 Theater Tokyo
      （渋谷）

日時▶5/28（日）18：00開演
 5/31（水）19：00開演
枚数▶各10枚（S席）
料金▶7,200 円
　　 （通常8,800円）

7   ライブ・スペクタクル
「NARUTO―ナルト―」～暁の調べ～

© 岸本斉史 スコット／集英社
© ライブ・スペクタクル「NARUTO―ナルト―」
    製作委員会2017
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《初代 長次郎　黒樂茶碗　銘 大黒》
　重要文化財　桃山時代（16世紀）　個人蔵

料
（当日料金）

金▶ 一　般 700円（1,400円）
 大学生 500円（1,000円）
 高校生 250円（500円）

2 茶碗の中の宇宙
樂家一子相伝の芸術

東京国立近代美術館 ■

※中学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方とその付添者（１名）は無料

3/14（火）～5/21（日）
10：00～17：00
※金曜日は20：00まで
※入館は閉館の30分前まで

休館日▶月曜日（ただし、3/20、 
   27、4/3、5/1は開館）、

  3/21（火）

4/8（土）～ 9/24（日）
10：00～17：00
※会場への入場は閉館の30分前まで

休館日▶火曜日
　　　（ただし5/2、7/25、
   　　　8/1、8、15、22、29は開館）

料
（当日料金）

金▶ 大人（19歳以上） 900円（1,800円）
 中人（小学生～18歳以下） 600円（1,200円）
 小人（3歳～小学生未満） 300円（600円）

5 ディズニー・アート展
いのちを吹き込む魔法

日本科学未来館 企画展示ゾーン ■

※2歳以下無料
※常設展もご見学いただけます（ドームシアターは別料金）
※障がい者手帳所持者は本人および付き添いの方お１人まで無料

《ミッキーのハワイ旅行》より 1937年  
© Disney Enterprises, Inc.

展覧会◎
art exhibition & event

☆会員と登録家族以外の方がご利用になるときは、
前売料金となります。

注意事項
各展覧会等は、会期・日時等が変更となる場合があります。 
公式ホームページ等で最新情報をご確認ください。

3/1（水）
より公社窓口
で販売開始

・各展限定40枚 ・売切れ次第終了

雪村筆　《呂洞賓図》　
重要文化財　1幅　119.2×59.6cm　
奈良・大和文華館蔵
【展示期間：3月28日～4月23日】

3/28（火）～
 　　　 5/21（日）
10：00～17：00
※入館は閉館の30分前まで

休館日▶月曜日
　　　 （ただし5/1は開館）

料
（当日料金）

金▶ 一　般 800円（1,600円）
  大学生 600円（1,200円）
  高校生 450円（900円）

※中学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方と介助者（1名まで）は無料

4 特別展「雪村 ―奇想の誕生―」
東京藝術大学大学美術館 ■

雪村筆　《鍾馗図》　
1幅　100.2×106.7cm　
個人蔵
【展示期間：4月25日～5月21日】

3/18（土）～ 6/11（日）
9：00～17：00
※金・土曜日は20：00まで開館。
　4/30（日）～5/4（木）は18：00まで
※入館は各閉館時刻の30分前まで

休館日▶3/21（火）、4/10（月）、17（月）、24（月）、
　　　 5/8（月）、15（月）、22（月）、29（月）

3 大英自然史博物館展
TREASURES OF THE NATURAL WORLD

国立科学博物館 ■

※特製ポケットガイド（非売品）の特典付き。ポケットガイドは会期中、会場にてお渡しします。
※未就学児無料
※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者１名様は無料
※本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展もご覧いただけます。

始祖鳥
©The Trustees of the Natural 
History Museum, London

料
（当日料金）

金▶ 一般・大学生 800円（1,600円）
 小・中・高校生 250円（500円）

料
（当日料金）

金▶ 一　般 800円（1,600円）
 大学生 600円（1,200円）
 高校生 400円（800円）

1 国立新美術館開館10周年・チェコ文化年事業
ミュシャ展

国立新美術館 企画展示室2E ■

※中学生以下無料
※障害者手帳をお持ちの方と付添いの方1名は無料
※3/18（土）～3/20（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）

《スラヴ叙事詩「原故郷のスラヴ民族」》
　1912年　プラハ市立美術館　
©Prague City Gallery

3/8（水）～ 6/5（月）
10：00～18：00
※毎週金曜日、4/29～5/7は
　20：00まで
※入場は閉館の30分前まで

休館日▶毎週火曜日
　　　 （ただし5/2は開館）
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4/18（火）～ 7/2（日）
9：30～17：30
※金曜日は20：00まで
※入室は閉室の30分前まで

休室日▶月曜日（ただし、5/1は開室）

6 ボイマンス美術館蔵
ブリューゲル「バベルの塔」展
16世紀ネーデルラントの至宝―ボスを超えて―

東京都美術館 企画展示室 ■

ピーテル・ブリューゲル１世
「バベルの塔」　
1568年頃　油彩・板
Museum BVB, Rotterdam, the 
Netherlands

料
（当日料金）

金▶ 一　般 800円（1,600円）
 大学生・専門学校生 650円（1,300円）
 高校生 400円（800円）
 65歳以上 500円（1,000円）
※中学生以下無料
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康
手帳をお持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料。
※4/19（水）、5/17（水）、6/21（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。
　当日は混雑が予想されます。
※いずれも証明できるものをご持参ください。

料
（当日料金）

金▶ 一　般 600円（1,200円）
 高校・大学生 400円（800円）
 小・中学生 250円（500円）
 65歳以上 500円（1,000円）

7 エリック・カール展
世田谷美術館 ■

※障がい者手帳所持者は小・中・高・大学生に限り、当人および付き添いの方お１人
まで無料

エリック・カール『はらぺこあおむし』デザイン原画
エリック・カール絵本美術館 © Eric Carle

4/22（土）～7/2（日）
10：00～18：00
※入館は閉館の30分前まで

休館日▶毎週月曜日
（ただし、祝休日と重なった
  場合は開館、翌平日休館）

8 大エルミタージュ美術館展
オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち

森アーツセンターギャラリー ■

3/18（土）～ 6/18（日）  10：00～20：00
※火曜日は17：00まで。ただし、5/2（火）は20：00まで
※入館は閉館の30分前まで

休館日▶5/15（月）

料
（当日料金）

金▶ 一　般 800円（1,600円）
 大学生 650円（1,300円）
 中高生 400円（800円）

※小学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方と介助者（1名まで）は当日観覧料半額

コピー可

横浜・八景島シーパラダイス　春感謝月間
有効期限：2017.3/1（水）～4/16（日）  ※１枚につき５名まで

※プレジャーランドパス＝アトラクションパス
※チケット購入の際、必ず本券をご提出ください
◇営業時間：期間により異なるため下記までお問合せください。
◇問合せ：045-788-8888

【アクアリゾーツパス】（水族館４施設パス）
 　　　　　　　　　一般料金 　　　感謝月間特別料金
●大人・高校生 ３，０００円 ⇒  ２，１００円　　　　　　名
●小・中学生 １，７５０円 ⇒  １，２５０円　　　　　　名
●幼児(４才以上)  ８５０円 ⇒  ５５０円　　　　　　名
●シニア(６５才以上)  ２，４５０円 ⇒  １，７００円　　　　　　名
【ワンデーパス】（アクアリゾーツパス＋プレジャーランドパス）
 　　　　　　　　　一般料金  　　　感謝月間特別料金
●大人・高校生 ５，０５０円 ⇒ ４，０００円　　　　　　名
●小・中学生 ３，６００円 ⇒ ３，０００円　　　　　　名
●幼児(４才以上)  ２，０５０円 ⇒ １，６００円　　　　　　名
●シニア(６５才以上)  ３，６００円 ⇒ ３，０００円　　　　　　名

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
発行：公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社

キリトリ

★横浜･八景島シーパラダイス
　　下記の割引券をチケット購入の際ご提出ください。
　（1枚につき5名まで）

1225

【協定宿泊補助】★　１泊/ 1,500円
★二の平渋谷荘、河津さくらの里など、計６施設を年度内
　会員４泊、登録家族２泊まで利用できます。
　宿泊料等については、直接ベルナティオにお問合せください。

【 新規 協定宿泊施設 】
あてま高原リゾート ベルナティオ

（H29/1～利用可能）
510ヘクタールの広大な敷地で

四季折々の景観や、ゆったりとした空間を

〒949-8556　新潟県十日町市珠川
☎025-758-4888

★群馬サファリパーク
　東京都民限定特別キャンペーン

2017年12月31日までは、都内にお住まい
の方を対象に入園料金が大人・小人ともに
半額になります。（※5/3～7は除外日）
詳しくはホームページをご参照ください。

ちょこっとお知らせ
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▶ ☎ 03-3780-0878～9 ☎
電話で

▶ FAX 03-3780-0878
　　必要事項を明記の上、送信してください。

FAX
で

事業・イベントの
申 込 方 法

▶  〒150-0041 渋谷区神南1-19-8  渋谷区勤労者福祉公社 行
 必要事項を明記の上、郵送してください。　　

ハガキ
で

■営業時間：8：30～17：00  ■営業日：月～土曜日  ■休業日：日曜・祝日・年末年始問合せ先

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社
〒150-0041 渋谷区神南1-19-8 渋谷区立勤労福祉会館内

☎03-3780-0878・9 / FAX 03-3780-0878
http://www.enjoylife-kinpuku.jp/

 　契約施設より

●東京ドームシティ得10チケット 
　の販売料金が変わります
　  

得10チケット（有効期限9月末まで）
3月1日販売開始 2.370円

　⇩
4月1日からは 2,500円

購入場所  法人サービスカウンター
（東京ドームシティ ミーツポート2F）
　☎03-3817-6364（10：00～19：00）

ティップネス
　ご利用特別キャンペーン

チケットあっ旋販売期間　3月1日（水）～4月30日（日）
チケット料金 　1,600円→1,300円 （有効期限2017年12月末まで）
利用可能店舗 　ティップ.クロスTOKYO 渋谷他、関東のティップネス46店舗
　　　　　　　  ※丸の内スタイルを除く
利用方法

①公社窓口でチケットを購入
②チケットを持参のうえ、利用希望の店舗へ
③利用手続き完了後、施設をご利用ください。
※レンタル用品は別途料金がかかります。

公社から 　
●入学祝金の申請について
対　　象 平成29年３月31日以前に入会し、４月にお子様が小学校、
 中学校に入学する会員
請求期間 平成29年４月１日（土）～９月30日（土）
必要書類 就学通知書や住民票（コピー可）など
 （お子様の生年月日と親子関係がわかるもの）
 印鑑もご持参ください。
※給付金の請求期限は、事由発生後６ヶ月以内です。

●会費納入・各種手続きについて
・平成29年４月～６月分の会費は４月26日（水）に引き落としとなります。
４月中旬までにハガキでお知らせします。また、振込や窓口で納入の方は
期日までにお支払いください。

・春は人事異動のシーズンです。入退会や、住所変更などの届出はお早め
にご提出ください。

●図書カード・クオカード・
　ジェフグルメカード
新年度は4月10日（月）から販売を開始し
ます。

　　　　　東京ドーム巨人オープン戦
    （自由席）

3/23(木)18：00～
　VS 北海道日本ハム　2枚×1名様
3/25(土)14：00～
　VS 千葉ロッテ　2枚×1名様
3/26(日)14：00～
　VS 千葉ロッテ　2枚×2名様
3/15（水）午前8時45分より電話で受付(先着順)
公社窓口でお渡しします。

プレゼント

　プロバスケットボールBリーグ

サンロッカーズ渋谷サンロッカーズ渋谷 ホーム開催チケット
あっ旋販売    

ホーム開催チケット
あっ旋販売    

あっ旋料金     ■1階指定席：2,900円（当日価格 4.300円） ■2階自由席（大人料金）：1,500円（当日価格 2,900円）
販売枚数   50枚　※1会員につき5枚まで　　　　 試合会場   青山学院記念館(青山学院大学内)

申込方法     ☎電話で （先着順）　　※3/18.19　アルバルク東京戦は3/8(水)まで、その他は3/28(火)まで

対象試合    ・3/18（土）18:00～・19（日）14:10～ vs. アルバルク東京 （1・2階共通エリア自由席のみ）
 ・4/  8（土）18:00～・ 9（日）14:00～ vs. 横浜ビー・コルセアーズ
 ・4/22（土）18:00～・23（日）14:00～ vs. 川崎ブレイブサンダース

ティップネス法人営業部
☎03-3769-8703


