
2017年6月1日現在　事業所数：1,656　会員数：4,631人

世良公則ソロ・アコースティックライブ
　　私は53歳、バンドブーム世代もすっかり中年になりました。それでも休日は古
いギターを弾いています。ある日、勤労者共済の会報「ふれあい」で「世良公則　ソロ・
アコースティックライブ」の紹介を発見、全席指定6,200円のところ共済会員は4,800
円とお得です。かみさんと二人、実に久しぶりにライブへ出かけることになりました。
　会場は横浜・関内ホールで15:30開演です。午前中から出かけ、横浜の街でショッ
ピングと散策を楽しみ、いざライブへ。世良公則＆ツイストのバンド構成ではなく、

世良さんはアコースティックギター1本で勝負。それでもパワフルなボーカルと高度なギター
テクニックで還暦を超えたとは思えないロック魂が爆発。２時間を超えるライブを飽きさせま
せん。アンコールの「燃えろいい女」で会場は総立ちになりました。
　ライブの後はしゃれたスペインバルで食事を楽しみ、いい女房孝行ができました。

＊�会員のみなさんからの投稿を募集します。勤労者共済を利用した「思い出」を活字に
残しませんか？ 400文字程度の原稿と写真２枚をメール（kinro@pio-ota.jp）また
は下記住所までお送りください。（掲載された方にはプレゼントを進呈します。）

ふれあい 7
会員とその家族のために

大田区勤労者共済「会報」 平成29年（2017年）
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公益財団法人 大田区産業振興協会 〒144-0035 大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ3階
TEL 03-3733-6107　FAX 03-3733-6122　http://www.pio-ota.jp/fureai

最新の情報や旬の話題を満載したメルマガ登録はこちらから▶

写真はすべてイメージです。

会員体験レポート　



申込期間 �　�7月4日（火）9:00 ～ （補助券の引き渡しは7月5日（水）9:00～）
申込方法 �　☎03-3733-6107�または�窓口（FAX・メール不可）
提供枚数 �　�2,000�円補助券100枚　１会員2枚まで
補助対象 �　�出発日が平成29�年9�月末日までの「はとバス�日帰りツアー」および

「はとバス　宿泊ツアー」すべて�
※補助券は、一人1�回の旅行につき1�枚のみ利用することができます。�
※ただし、会員とその家族以外の利用や2,000�円未満の商品は�
　補助対象外です。

利用方法 �　�①勤労者共済に補助券を申込み、受け取ってください。
②はとバス予約センター�☎03-3761-1100（年中無休　8:00～20:00）へ
　予約の際に大田区勤労者共済会員であることを伝えてください。�
③支払期日までに下記営業所へ会員証を呈示して、補助券をお渡しください。

※会員証を呈示すると日帰りツアー10%OFF、 宿泊ツアー5%OFFの
　特典が受けられます。（会員証1�枚で4�人まで）

注意事項 �　�・電話でのお申込みは、1度につき1名分（2枚）のみとさせていただきます。
・既に申込みが済んでいるツアーには利用できません。
・ツアーパンフレットは、はとバスの予約センターまたは営業所へご請求ください。
・「はとバス予約センター」以外で予約した場合は利用補助の適用は受けられません。

≪はとバス営業所≫� ・浜松町総合センター（世界貿易センタービル別館１階）� ☎03-5777-1631　9:00�～�18:30
� ・東京営業所（東京駅丸の内南口）� ☎03-3201-2725　7:10�～�19:00
� ・新宿営業所（新宿駅東口ルミネエスト１階）� ☎03-3356-4270　8:00�～�18:00
� ・池袋営業所（池袋東口パルコ１階）� ☎03-3988-6371　11:00～18:30［日祝休]

はとバス 日帰り＋宿泊ツアー補助券
先着

平成29年度から宿泊ツアーでの利用も可能!!

予約先：はとバス予約センター
☎03-3761-1100

もっとTOKYOが好きになる♥
はとバスの旅

東京・横浜観光 夏号

夏のお花畑・ひんやり避暑地・
フルーツ狩りがいっぱい♪

日帰りバスの旅 夏号

一生に一度は富士登山
各地の花火大会、夏祭り

宿泊バスの旅 夏号

ワンランク上の
移動空間を演出

貴賓席の旅 夏号

補助券が使えるパンフレットの例
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箱根神社

2017年6月1日 2017年6月1日

一社 正

観光バス事業本部内営業所 総合旅行業務取扱管理者 伊藤 靖子

出発日

コース番号 P590B 1泊2日

※こども代金は、一律3,000円引きとなります。（但し、2名1部屋利用は適用致しません）

旅行代金（お1人様）

【ご案内・ご注意】※当コースのこども代金は3
歳以上12歳未満が適用となります。 ※○印日
発は池袋駅7:30発のみとなり、帰着も池袋駅
のみとなります。又、道路状況等により帰着地到
着が2～3時間程遅くなる場合がございます。

Ｌａ楽リゾートホテルグリーングリーン（☎022-395-2011）宿　泊

コース番号 P130D 1泊2日

ご案内 ※コース中の青文字は降車観光地です。赤文字で示された入場観光地の入場･見学･乗船等にかかる料金は、旅行代
金に含まれております。※レディースシートは女性一人参加のお客さまのみ対象となります。バス座席は女性同士が

相席となるようご配慮いたします。予約時にお申し付け下さい。(一部コースは除きます)※最少催行人員は特に記載のある場合を除
き20名様となります。※無料で参加されたお子さまは当日別途料金がかかる場合があります。

こども代金は200円引き昼食付
旅行代金

新感覚！みんなでやればこわくない！？ ４種のお肉を山盛りのせのせ！

■色発9,280円　■色発9,980円出発日

コース番号 H849A

マザー牧場 
桃色吐息（7月頃）

10,500円～11,500円こども代金は200円引き
コース
昼食付
旅行代金

新宿駅西口（7：30発）=中央道＝ビアンデさくら亭（自分で作るMYローストビーフ丼と3種のしゃぶ
しゃぶ食べ放題の昼食）＝駒ヶ根高原（高原散策、ソフトクリーム巻き巻き体験、飲むヨーグルト試飲付）＝
【8/20発まで】ブルーベリー狩り（食べ放題）又は【8/26発以降】りんご狩り（食べ放題＆１個お土産付）
…みはらしファーム（フルーツとソフトクリームをのせてパンケーキ作り体験）＝新宿駅西口（19：00着予定）

■色発10,500円　■色発11,500円出発日

コース番号 H623A

※天候・生育状況等によりフルーツ狩り不可時は
　取り置き食べ放題となります。

こども代金は1,500円引き

コース 新宿駅西口（8：00発）＝中央道＝鳴沢氷穴（冷んやり洞窟探検！）または富岳風穴（天然
の氷柱が美しい）＝富士ビューホテル（ランチバイキング）＝富士スバルライン通行＝富士山
五合目（自由散策）＝【8月上旬頃まで】山梨もも狩り（２個狩り、取り置き食べ放題）又は【8月上旬
頃以降】山梨巨峰狩り（食べ放題）＝新宿駅西口（19：00着予定）

8,980円～10,580円

9,280円～9,980円

昼食付
旅行代金

■色発8,980円　■色発9,980円　■色発10,580円出発日 五合目付近の眺め（イメージ）

コース番号 H565A

※○印日は7：30発となり鳴沢氷穴に代わり富岳風穴へご案内します。又、道路状況等により帰着地到着が2～3
時間程遅くなる場合がございます。

※天候・生育状況等により桃狩り不可時はお土産対応、巨峰狩り不可時は取り置き食べ放題となります。
※氷穴および風穴は滑りやすいため歩きやすい靴でご参加ください。

※○印日は7：30発となります。又、道路状況等により帰着地到着が2～3時間程遅くなる場合がございます。 ※行程
順が変更となる場合があります。 ※天候・生育状況によりブルーベリー狩り、さつまいも堀りはお土産対応となる
場合があります。 ※開花状況に係らず運行いたします。

【ご案内・ご注意】※〇印日発は7：00発となります。又、道路渋滞等で帰着地到着が2～3時間程遅くなる場合がご
ざいます。※バスガイドは乗務いたしません。はとバス係員がご案内いたします。

この夏１番の旬のコース♪ランチバイキングがパワーアップ！

07月/010・020・030・040・050・070・080・090・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・23・24・
00月/25・26・27・28・29・30・31
08月/010・020・030・040・050・060・070・080・090・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・
00月/23・24・25・26・27・28・29・30・31
09月/010・020・030・040・050・060・070・080・090・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・
00月/23・24・25・26・27・28・29・30

もも狩り2個、
取り置き食べ放題

巨峰狩り
食べ放題

または

8月上旬頃まで 8月上旬頃以降

ブルーベリー狩り
食べ放題

さつまいも堀り
2株、試食付

または

７・８月発７・８月発 9月発9月発

07月/010・020・060・080・090・12・14・15・16・17・18・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31
08月/010・020・030・040・050・060・070・080・090・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・28・31
09月/020・030・060・080・090・10・12・14・15・16・17・18・20・21・23・24・25・26・27・29・30

07月/0080・17・20・22・26・28・29・30
08月/0010・030・050・060・070・090・17・18・19・20・26・27・28・30
09月/0020・030・050・090・15・18・20・23・24・28・30

魅惑の食べるアトラクション！
手づかみシーフード＆蜂の巣アイスと
マザー牧場桃色吐息

手袋つけて、
そのまま手づか

みで

いっちゃいます
！

宿　泊 延対寺荘（☎０７６５-６２-１２３４）
※食事会場、朝食内容は
　選択できません。

和室 和洋室 バス付 トイレ付洋室お部屋

朝 食 レストラン又は宴会場 バイキング又は和定食夕 食 レストラン又は宴会場 会席料理

07月／02㈰、07㈮、15㈯、17㈷、19㈬、26㈬、27㈭、29㈯、30㈰
08月／06㈰、11㈷、13㈰、17㈭、19㈯、23㈬、27㈰
09月／09㈯、17㈰、23㈷、29㈮

　 新宿駅西口（7：30発）＝関越道・上信越道＝宇奈月駅+++【黒部峡谷鉄道/往復】+++鐘釣+++宇奈月駅＝宇奈月温泉
（18：00頃着）

／

夕
／

行　程

宇奈月温泉（8：00頃発）＝立山駅+++【ケーブル】+++美女平＝【高原バス】＝室堂（散策）＝【トロリーバス】＝大観峰+++
【ロープウェイ】+++黒部平+++【地下ケーブル】+++黒部ダム（散策）＝【トロリーバス】＝扇沢＝新宿駅（20：30着予定）

朝

／
／

1

2

浜松町（7:30発）＝池袋駅東口（8:10発）＝東北道＝秋保大滝（観瀑）＝作並温泉（16:30頃着）

／

夕
／

行　程

作並温泉（8:30頃発）＝仙台うみの杜水族館（東北一の人気水族館へGO!）＝日本三景・松島（自由散策）＝池袋駅経由＝
東京駅(20:00着予定）

朝

／
／

1

2

旅行代金（お1人様）

3名で1部屋利用

2名で1部屋利用

4・5名で1部屋利用

■色出発日
38,800円
40,800円
42,800円

■色出発日
35,800円
37,800円
39,800円

■色出発日
40,800円
43,800円
46,800円

男女入替制露天風呂

泉質：弱アルカリ性

夕食（一例）

2日間

富山の名湯 宇奈月温泉に泊まる
絶景の立山黒部アルペンルートと
黒部峡谷鉄道
☆アルペンルート＆黒部峡谷鉄道へ行くコースは本
コースだけ！アルペンルート大定番コースです。

和室 和洋室 バス付 トイレ付洋室お部屋

夕 食 コンベンションホール バイキング 朝 食 コンベンションホール バイキング

※禁煙ルーム使用となる場合があります。

2日間

3名で1部屋利用

2名で1部屋利用

4・5名で1部屋利用 23,800円
24,800円
25,800円

■色出発日
25,800円
26,800円
27,800円

■色出発日
26,800円
27,800円
28,800円

■色出発日
29,800円
30,800円
31,800円

■色出発日
34,800円
35,800円
36,800円

得 スペシャルDAY

東北・越後・関東

ホテルにはボーリング場や
ゲームコーナーなどが充実！
ファミリーなどでも楽しめます♪

（但し2名1部屋
利用は適用
致しません）

こども代金

半 額

07月／ 9㈰、15㈯、17㈷、20㈭、22㈯、23㈰
08月／09㈬、10㈭、

11㈮、12㈯、13㈰、14㈪、16㈬、20㈰、22㈫、24㈭、
25㈮、26㈯、27㈰

09月／ 8㈮、13㈬、16㈯、17㈰、18㈷、23㈷、24㈰、26㈫

8/10（はと）の日

8/10発は
はとバスで行く810の日

は と

ホテル外観（イメージ） バイキング（イメージ）

天然クーラー富士山五合目と富士ビューホテル
ランチバイキング

（イメージ）

フルーツゼリーや
パンケーキの
デザートも充実！

河口湖と富士山が
すくそばに…

コース 新宿駅西口（8：00発）=東京湾アクアライン通行=蜂蜜工房 大竹養蜂場（ハチミツ工房の
見学、３種のハチミツとアイスの試食）＝ザ・フィッシュ（手づかみシーフードの昼食、ショッピング）＝
マザー牧場（入園、ピンクの絨毯桃色吐息の観賞、動物とのふれあい）＝【7・8月発】房総ブルーベリー
狩り（食べ放題）又は【9月発】房総さつまいも堀り（2株、試食付)=新宿駅西口（18：00着予定）

（イメージ）

ブルーベリー狩り
食べ放題

りんご狩り
食べ放題

または

8/20発まで8/20発まで 8/26発以降8/26発以降

ＭＹローストビーフ丼食べ放題＆
パンケーキと巻き巻きソフト体験♪
南信州夏の満腹体験紀行

駒ヶ根高原（イメージ）

お食事（イメージ）

お食事（イメージ）

日本三景・松島
（8月頃）

出発日

☆日本三景松島に水族館と親
子3世代で楽しめるコース
です♪「仙台うみの杜水族
館」では、豊かな日本の海、
自然環境を体感出来る大水
槽等たくさんの魅力的な展
示がされています。

壮大な海のドラマ

仙台うみの杜水族館と

日本三景松島

もり

手づかみ
シーフード！
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屋形 de 花火 船上からの絶景花火 屋形船
地元・羽田から屋形船に乗って、花火と料理を楽しむコースです。
メニュー �　お通し、おつまみ、刺身舟盛り、季節のお弁当、味噌汁
　　　　　　おしんこ、デザート、飲み放題付き
日　　時 �　8月15日（火）18：00出船
集合場所 �　①船宿「かめだや」前　　17：45
　　　　　　　大田区羽田2-31-13（京急大鳥居10分）☎03-3741-1258�
　　　　　　②JR蒲田駅東口交番前　17：30（無料送迎バス）
申込期間 �　�7月4日（火）9：00�～�7月18日（火）17：00まで
募集人数 �　�60名（1会員4枚まで）
料　　金 �　�おとな　8,000円（一般価格�10,800円）

こども　4,500円（一般価格�� 5,500円）
申込方法 �　�☎03-3733-6107または窓口
当選連絡 �　�7月21日（金）当選者のみに連絡
利用方法 �　��◦当日、現地受付または運転者に利用券をお渡しください。

◦申込時に無料送迎バスの利用の有無をお伝えください。
　（JR蒲田駅東口交番前　17：30発）�
　※席数に限りがあります（36席）。

注意事項 �　�◦申込後の変更や取り消しはできません。
◦「大田区花火の祭典」が中止の場合は、お台場周遊コースとなります。

抽選

ホテルオークラ東京ベイ「レストランフォンタナ」
ヨーロッパの宮殿を思わせる優雅な外観やオープンエアの中庭など南欧リゾート漂うホテル。�
本格メイン料理はお好みでチョイス。オードヴルやデザートはブッフェスタイルでお好きなだけ
お召し上がりいただける人気のドルフィンランチをお楽しみください。

所 在 地 �　千葉県浦安市舞浜1-8
予 約 先 �　047-355-3345（直通）
営業時間 �　12時～14時
メニュー �　�ドルフィンランチ
メニュー内容 �　�（下記は2017年7月のメニューとなります。）

◇メインディッシュ・豚ロース肉のグリエハワイアン仕立て�
　　　　　　　　　・キスのベニエ香味塩と共に　�
※お好きなメイン料理を一品お選びいただきます。�
◇ブッフェ料理シーフードポテトグラタン／ジャンバラヤ�
　冷製の枝豆スープ／ふりふりチキン／ポキ／ココナッツカレー／バターライス／スパムサンド�
　サンドウィッチ／オードヴル／サラダバー／フルーツ／デザート／コーヒー・紅茶など�
※上記はメニュー例となります。変更をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。�
※平日のご利用は更に内容を充実させてご用意いたしております。

申込期間 �　�7月4日（火）9：00�～�7月18日（火）17：00まで
申込方法 �　�☎03-3733-6107または窓口

種別と枚数、会員番号、氏名、電話番号をお伝えください。
料　　金 �　�3,300円（一般価格）⇒2,500円（販売価格）

※お子様のご利用は現地にて優待価格で提供します。※3才以下無料
利用期間 �　�7月8日（土）～8月31日（木）
提供枚数 �　�１会員４枚まで
引き渡し �　�７月４日（火）9：00�～
注意事項 �　・申込後の変更や取り消しはできません。
　　　　　　・食事券の申込後、お早めに店舗へ「大田区勤労共済の食事券」と伝えて�
　　　　　　　予約し、当日食事券をご持参ください。�
　　　　　　・食事券の価格はすべて税・サービス料込です。�

食事券

先着
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申込期間 　�7月3日（月）9:00～18日（火）17:00
※先着対象は完売まで

提供枚数 　�いずれのチケットも1会員３枚まで
申込方法 　�☎03-3733-6107�または�窓口（FAX･メール不可）

チケットの種類、枚数、会員番号、氏名、日中に�
連絡の取れる電話番号をお伝えください。

当選連絡 　�抽選対象は7月21日（金）午前中に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　�◆P.5�～�7�のチケットが対象です。

◆申込後の変更や取り消しは一切できません。

Ticketチケット
インフォメーション

2015年、連日完売!
スタンディング・オ
ベーションの嵐!!ご
覧になれなかった
お客様、そして何
度でも観たいという
皆様からの熱い要
望に応えて、2017
年秋に再来日!

1958年「ボリショイ
サーカス」の日本公
演が始まりました。
会場は、驚きと興奮
に包まれ、 新たな
サーカスの歴史が幕
を開けました。未来
を担う子どもたちの、
とびきりの笑顔ととも
に・・・2017年のボ
リショイサーカス日本
公演をぜひご覧くだ
さい。

1998年の関内ホール初登場以来、神奈川県民ホールを
挟みながら毎年連続しているホール狂言の人気シリーズ。
好評のうちに20回の節目を迎える今回は、豪華番組 による
記念公演をお届けします。恒例の萬斎トークとバラエティー
豊かな選曲で、狂言の世界をたっぷりとお楽しみ頂きます。

演出：白井晃
出演：多部未華子、小芝風花、戸次重幸
　　　池田鉄洋、野間口徹、小日向文世

大人のイージーリスニングをあなたに!「恋はみずいろ」
「オリーブの首飾り」…あの華麗なサウンドが甦る!

≪演目≫・東京バレエ団初演「アルルの女」L'Arlésienne 
・東京バレエ団初演「小さな死」Petite Mort 
・「春の祭典」　Le sacre du printemps

東急シアターオーブ［渋谷駅］
①Ａ席�7,000円（一般10,000円）
②Ｓ席�8,500円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚�
※未就学児入場不可� ※英語上演／日本語字幕付き／生演奏

中野サンプラザホール［中野駅］
全席指定�4,500円（一般7,000円）
募集枚数：10枚� ※3歳以上有料

明治座［人形町駅］
Ｓ席�8,500円（一般13,000円）
募集枚数：各10枚� ※未就学児入場不可

横浜文化体育館［関内駅］
Ｓ指定席�4,000円（一般5,700円）
募集枚数：各10枚� ※3歳以上有料

横浜・関内ホール［馬車道駅］
Ｓ席�4,500円（一般6,200円）
募集枚数：10枚� ※未就学児入場不可

KAAT�神奈川芸術劇場［日本大通り駅］
Ｓ席�5,500円（一般8,500円）
募集枚数：各10枚� ※未就学児入場不可

横浜みなとみらいホール［みなとみらい駅］
Ｓ席�8,500円（一般11,000円）
募集枚数：10枚� ※未就学児入場不可

大田区民ホール�アプリコ�大ホール［蒲田駅］
全席指定�2,000円（一般2,500円）
募集枚数：各10枚� ※未就学児入場不可

東京文化会館［上野駅］
Ｓ席�7,500円（一般10,000円）�募集枚数：10枚
※未就学児入場不可※音楽は特別録音による音源を使用

東急シアターオーブ5周年記念公演
ブロードウェイ・ミュージカル

『天使にラブ・ソングを・・・（シスター・アクト）』

西城秀樹
HIDEKI SAIJO CONCERT 2017

歌手生活30周年 藤あや子 
特別公演
特別出演
三山ひろし

2017国立ボリショイサーカス
横浜公演

野村万作萬斎 狂言の現在2017
第20回記念公演

KAAT × パルコ プロデュース
「オーランドー」

ポール・モーリア・
リメンバー・コンサート
ジャン・ジャック・ジュスタフレ・グランド・オーケストラ

アプリコ・アフタヌーン・サロン
「大作曲家の恋文」

～大作曲家と恋する方法、教えます

東京バレエ団
〈20世紀の傑作バレエ〉

①10月28日（土）　12:30
②11月3日（金・祝） 12:30

10月17日（火） 
18:30

①8月5日（土） 13:30 ②8月6日（日） 10:30

9月28日（木） 
13:00

9月24日（日） 14:00
9月27日（水） 19:00

10月10日（火） 13:00

①Vol.3 10月5日（木） 14:00 
②Vol.4 1月23日（火） 14:00

9月9日（土） 14:00

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

仲道郁代©Kiyotaka Saito

《アルルの女》（photo_Laura Ferrari）

Vol.3　ベートーヴェンと不滅の恋人　ピアノ：仲道郁代
Vol.4　 ブラームスとクララ～永遠の純愛～ 

ピアノ：近藤嘉宏、高橋多佳子
ナビゲーター浦久俊彦がお届けする、平日の午後、誰も
が気軽に楽しめるおしゃれで知的なクラシック音楽サロン

近藤嘉宏 高橋多佳子

抽選

名実ともに音楽業界を常
にリードし続ける、トップエ
ンターティナー!!「YOUNG 
MAN（Y.M.C.A.）」「ギャ
ランドゥ」「ブルースカイブ
ルー」…等々、大ヒット曲
のオンパレード!!HIDEKI
と一緒に熱く歌い盛り上
がり ！ 新たなる伝説を共
に刻もう!!

一  明治一代女 
作：川口松太郎 
脚本：齋藤 雅文 
演出：金子良次 
美術：中嶋正留 
出演：藤あや子 
松村雄基 松田悟志 
三山ひろし（特別出演） 他

二 藤あや子30thアニバーサリー 
艶やかな歌つづり

9月23日（土・祝） 16:00
9月24日（日） 11:00

抽選

《春の祭典》（photo_Priamo Tolu）

白井晃演出で待望の日本初
演！時と性を超えるヴァー
ジニア・ウルフの傑作を舞
台化！一夜にして女性へと
変貌し、時を超えて真実の
愛を追求する、美貌の青年
貴族オーランドーに多部未
華子が挑む！小日向文世は
エリザベス女王で登場！
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特別展「深海2017」
～最深研究でせまる“生命”と“地球”～

深海。そこは宇宙とともに、人類に残さ
れた最後のフロンティアだといわれていま
す。本展では、「生物発光」や「巨大生
物」、「超深海」などに焦点をあて、最新
映像や実物とともに紹介するほか、最新
の研究成果からわかってきた「深海と巨大
災害」、「深海と資源」などを、実物の機
材や映像・ＣＧなどを駆使して紹介します。
あのダイオウイカとの遭遇から４年。より“深
く”新たな感動をお届けします。

7月11日（火）～10月1日（日）
※7/18（火）、9/4（月）、9/11（月）、9/19（火）は休館。
9:00～17:00
※金曜日、土曜日は20:00まで
※8/13（日）～8/20（日）は9:00～18:00、ただし8/18（金）、　8/19（土）は20:00まで
※入館は各閉館時刻の30分前まで

先着

デメニギス（CG） 
©NHK/ZDF/ZDFE/CURIOSITYSTREAM LLC地球深部探査船「ちきゅう」 ©JAMSTEC

クロカムリクラゲ
©NHK/ZDF/ZDFE/CURIOSITYSTREAM LLC

国立科学博物館［上野駅］

10ポイントの中から、アトラクションズ、レストラン、スパ、野球観戦、期間限定イベントなど�
東京ドームシティの施設を選んで使えるお得な1冊です。複数冊持っていれば選択肢も広がります！
利用期間 �　購入日～平成29年9月30日（土）
提供価格 �　2,500円（最大6,200円相当）
提供枚数 �　�１会員10冊まで
申込方法 �　☎03-3733-6107�または�窓口（FAX・メール不可）

東京ドームシティ 得10（とくてん）チケット
好評販売中！　1冊に10ポイント！

一般・大学生［20枚］�� 1,000円（前売1,400円）
小・中・高校生［20枚］� 300円（� �前売500円）

ギガ恐竜展2017
-地球の絶対王者のなぞ-

本展では、日本恐竜展史上最大の
巨大恐竜「ルヤンゴサウルス」をはじ
め、日本初公開を含む世界各地の
多数の恐竜の全身骨格や化石標
本、生体モデルやロボットなどを通し
て、「恐竜の大繁栄」を構成した様々
な要因を探り、その謎に迫ります。

7月15日（土）～9月3日（日）
※無休
9:30～17:00 
※入場は閉場の30分前まで

先着

ルヤンゴサウルス 環境復元画

幕張メッセ
国際展示場11ホール
［海浜幕張駅］

大人（高校生以上）［20枚］�
1,300円（前売1,800円）
子ども（4歳～中学生）［20枚］
500円（� �前売800円）

今年のテーマは「親子の絆」。ウルフェ
ス史上初となる全高３．６mのウルトラセ
ブン×ウルトラマンゼロの親子ポージン
グ立像が登場！
このほか、ウルトラライブステージは無
線制御ライト「ウルトラフラッシュ」を全
座席に導入！客席全体でヒーローと一
体になって盛り上がろう！

大人（中学生以上）［20枚］�� 1,300円（前売1,900円）
こども（3歳～小学生）［20枚］� 800円（前売1,200円）

〈第１部〉
  7月21日（金）～8月7日（月）
［休業日］8月8日（火）
〈第２部〉
  8月9日（水）～8月28日（月）
10:00～17:30
※最終入場は17:00まで

先着

©円谷プロ

池袋・サンシャインシティ
文化会館4F�展示ホールB
［池袋駅、東池袋駅］

仮面ライダー×スーパー戦隊「Wヒーロー夏祭り2017」
「仮面ライダースーパーステージ」自由席券付 前売券

現在放送中の「仮面ライダーエ
グゼイド」、「宇宙戦隊キュウレ
ンジャー」のほか、大人気のヒー
ローたちに会えるかも!?アクショ
ンステージ『仮面ライダースー
パーステージ』をはじめ、親子
や友達同士で楽しめるプレイラ
ンドや、景品がもらえる縁日コー
ナーなど、充実した内容でみな
さまをお待ちしております！今年
の夏も、Wヒーロー夏祭りで最
高の思い出を作ろう！

8月9日（水）～18日（金）
10:00～17:00
※最終入場は16:30
7月31日（月）まで販売

東京ドームホテル地下1階［特設会場］
大　人（中学生以上）［20枚］�1,300円（一般前売価格（自由席券付）：1,900円）
こども（３歳以上）［20枚］�1,000円（一般前売価格（自由席券付）：1,600円）

先着

例：10P／東京ドームホテル3F�スーパーダイニング「リラッサ」ランチブッフェ（90分制）

※3歳以下、障がい者手帳をお持ちの
　方とその介護者1名は無料。
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サッカーJ1
申込方法 �☎03-3733-6107
　　　　　または�窓口（FAX･メール不可）
注意事項 �◆申込後の変更や取り消しはできません。
　　　　　◆未定の試合日時は7月中旬にＪリーグより発�
　　　　　　表されます。詳しくは各クラブのホームペー�
　　　　　　ジで確認してください。
提供枚数 �1�会員1�試合4�枚まで。3�試合まで申込可

抽選 �FC東京／味の素スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

8月13日（日） 19:00 ヴィッセル神戸
9月9日（土）or9月10日（日） 未定 セレッソ大阪
9月16日（土）or17日（日） 未定 ベガルタ仙台
9月30日（土）or10月1日（日） 未定 ジュビロ磐田
席　　種 �ホーム自由席�（�）内は一般価格
提供価格 �大　　人�1,800円�（2,300円）
　　　　　小中学生�　500円�（600円）

抽選 �川崎フロンターレ／等々力陸上競技場
開催日 時　間 対戦相手

8月5日（土） 19:00 FC東京
8月13日（日） 19:00 鹿島アントラーズ
席　　種 �ホームA自由�（�）内は一般価格
提供価格 �大　　人�1,400円�（2,600円）
　　　　　小中学生�　400円�（1,200円）

先着 �横浜F・マリノス／日産スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

7月8日（土） 19:00 サンフレッチェ広島
7月29日（土） 19:00 清水エスパルス
8月26日（土） 未定 FC東京
9月16日（土）or17日（日） 未定 柏レイソル
席　　種 �ホーム自由席�（�）内は一般価格
提供価格 �大　　人�1,900円�（2,500円）
　　　　　小中学生�　800円�（1,000円）

申込方法 �☎03-3733-6107
　　　　　または�窓口（FAX･メール不可）
注意事項 �◆申込後の変更や取り消しはできません。
提供枚数 �1�会員1�試合4�枚まで。3�試合まで申込可

抽選 �北海道日本ハムファイターズ／東京ドーム
開催日 時　間 対戦相手

9月7日（木） 18:00 東北楽天ゴールデンイーグルス
席種・価格 �Ｓ指定席�3,700円�（5,300円）
　　　　　　Ａ指定席�2,400円�（3,800円）
　　　　　　（�）内は一般価格
注意事項 �◆4歳から指定席券が必要

©KAWASAKI FRONTALE

©F.C.TOKYO

©Y.F.MARINOS / SCBF

プロ野球

©H.N.F.

9/10（日）～24（日）�開場8:00�-�打出し18:00
両国国技館�[両国駅]
申込方法 �☎03-3733-6107
　　　　　または�窓口（FAX･メール不可）

当選連絡 �8/21（月）�当選者へのみ電話連絡
制限枚数 �1�会員イス席は２席、マスは1�枡まで
注意事項 �◆申込後の変更や取り消しはできません。
　　　　　◆希望の日と席種を第3希望まで決めてからお申込みください。�
　　　　　◆席代には4千円相当のお弁当や飲物代が含まれています。

大相撲九月場所 抽選

提供価格 �（�）内は一般価格

イスA席 11,000円�
（13,000円） 1名あたり

イスB席 8,200円�
（9,600円） 1名あたり

マスB 51,600円
�（60,400円） 最大4名まで

マスC 47,600円�
（56,000円） 最大4名まで

平日マスC 23,800円�
（28,000円） 最大2名まで

親子で1日楽しめる！
遊び満載！お得な 東京ドーム

イースタン・リーグ入場券
親子で、ファミリーで、カップルで、友達同士で、もちろんおひとりでも！
1枚でいろいろ楽しめる、お得なイースタン・リーグの観戦チケット。
試 合 日 �2017年8月23日（水）、8月24日（木）
有効期間 �上記開催日のうち、いずれか1日利用可
提供価格 �入場券（大人・こども共通）900円�（大人2,620円相当）
提供枚数 �30枚�1会員4枚まで　8月10日（木）まで販売
内　　容

①イースタン・リーグ公式戦 
「読売ジャイアンツ 対 東京ヤクルトスワローズ」 
内・外野自由席入場券（開場�16:00／試合開始�18:00）

②芝生で遊ぼう！ 
（東京ドームのグラウンドでベースランニングなどを楽しめます!）
12:00～13:00（最終入場�12:30まで）�
※入場ゲートは20ゲート、退場ゲートは23ゲート�
※ヒール等の履き物はご遠慮ください。�
※大変混雑が予想され、来場が遅くなりますと入場できない場合がございます。

③「東京ドームシティ アトラクションズ」アトラクション1回券
※シアターGロッソ、お化け屋敷、コインゲーム、キュウレンランド、他特別興行は利用不可

④「スポドリ！」バッティングまたはピッチングコーナー1回券
※フロントでバッティング&ピッチング共通メダル1枚と引換�
　（メダル1枚…バッティング20球・ピッチング8～12球）

⑤野球殿堂博物館入館券

先着
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事務局からのお知らせ
退会手続は毎月25日まで！
退会時には「退会届」を窓口または郵送でお送りいただく必要があります。（FAX不可）�
※書式はガイドブックまたはダウンロードで。退会届の到着が25日を過ぎた場合、�
翌月退会となりますのでご注意ください。

第2回会費引落しは7月26日！
引落口座の残高を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。

毎年8月は会報休刊月です！
最新情報やお知らせは、ウェブサイトでご確認ください。http://www.pio-ota.jp/fureai/

宿泊旅行利用補助（3,000円）終了のお知らせ
窓口で申請する宿泊旅行利用補助（3,000円）が2018年3月30日で終了となります。�
※ライフサポート倶楽部の宿泊補助（年度6回）は継続いたします。

夏季区営プール
区営の3プールが利用できる共通券です。

・平和島公園プール（平和島駅）

・萩中公園プール（大鳥居駅）

・東調布公園プール（御嶽山駅）

提供枚数 �1会員大人券・小人券　各22枚まで

提供価格 �大人（高校生以上）300円（一般価格360円）
　　　　　小人（中学生以下※）80円（一般価格100円）�
　　　　　　※夏季は1歳から有料。0歳から入場可。

申込方法 �☎03-3733-6107または窓口（FAX・メール不可）

注意事項 �プールごとに利用時間などが異なります。

夏季プール等利用補助券
年1回発行の『夏季プール等利用補助券（6枚綴り）』をこの会報に同封しました。
紛失の際にも再発行はできませんので、ご注意ください。

申込方法 �各施設の窓口で券を提出し、会員料金をお支払いください。

注意事項 �・営業時間や定休日など最新情報は、各施設へ直接お問合せください。
　　　　　・1枚につき一人1回限り有効です。


