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＊・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。）
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写真はすべてイメージです。
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サンクス・フェスティバル



3F「クイーン・アリス」
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-7
TEL：045-682-2255（レストラン予約）（受付時間 10:00～21:00）

石鍋裕シェフがプロデュースする、フランス料理の名店。食のアーティストが創り出す数々のフランス料
理は、「皿の上の芸術」と呼ぶにふさわしい美味しさと盛り付けで、優雅なひとときをご提供します。

★申込み★
利用期間 ・　・2017年11月1日（水）～2018年1月31日（水）・

（除外日12/21～12/25・12/31～1/5）
申込期間 ・　2017年11月1日（水）～11月15日（水）
提供枚数 ・　1会員4枚まで
申込方法 ・　・☎03-3733-6107・または・窓口（FAX・メール不可）・

種別と枚数、会員番号、氏名、電話番号を・
お伝えください。

引き渡し ・　11月1日（水）より
注意事項 ・　・・申込後の変更や取り消しはできません。・

・利用の際は「大田区勤労者共済食事券」利用を・
　各店舗に伝え、予約してください。

●ランチ●
時　　間 ・　11：30と13：40の2部制
提供枚数 ・　100枚
料　　金 ・　大人（全日）3,500円（一般価格4,500円）
●ディナー●
時　　間 ・　・17：30～21：00・

（土・日・祝日は17：30と20：30の2部制）
提供枚数 ・　50枚
料　　金 ・　・大人（全日）6,500円（一般価格9,000円）

食事券 先着

※料理画像はイメージです。
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制限枚数　1会員2名まで

先着
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読書の秋です。
図書カードNEXTを
特別価格で販売します。
今回、1会員あたりの制限枚数が最大4枚（額面5,000円/枚）となりましたので、・
自分用や贈り物にご利用いただき、たくさんの本と触れ合ってください。
申込期間 ・　・11月7日（火）9:00～
提供枚数 ・　200枚（1会員4枚まで）
料　　金 ・　4,600円（額面5,000円、有効期限2030年12月31日）
申込方法 ・　・☎03－3733－6107
引き渡し ・　・11月7日（火）から窓口で「会員証」呈示のうえ代金と引換え。・

郵送ご希望の場合は、別途、簡易書留料金（400円）をご負担いただきます。
注意事項 ・　・申込後の変更や取消はできません。

～「図書カードNEXT」って何？～
「図書カードNEXT」は出版界の共同運営会社、日本図書普及株式会社が発行する本と雑誌のギフトカードです。図
書カードNEXTの加盟店制度に加入している全国の書店等のうち、カード読取り端末機が設置してある店舗で利用
できる便利なプリペイドカードです。以前の磁気式の図書カードは、書店でお客様の利用金額を専用の読取り機で
減額処理しておりました。これらに対し、図書カードNEXTでは、紙素材のカードに印刷されたQRコードを書店で
読み取り減額処理いたしますが、ご利用方法はこれまでの磁気式の図書カードと変わりません。カードの残額がな
くなるまで何回でも繰り返しご利用になれますが、10年の有効期限があります。

先着

こども商品券
「こども商品券」はこどもの“欲しい”を叶えるこども
のための商品券です。全国の加盟店で、おもちゃや
子供服・ベビー服・文具・雑貨などにご利用できます。
また、遊園地や水族館・動物園でも利用できるとこ
ろがあります。クリスマスプレゼントやお年玉、お
祝いごとにぜひどうぞ！
加盟店は全国5,000店舗以上！・
詳しくは　http://toycard.co.jp/
【百・貨・店】小田急・西武・そごう・東武・松屋　ほか
【量・販・店】アピタ・イオン・ダイエー　ほか
【専・門・店】トイザらス・キデイランド・博品館　ほか
【遊園施設】鴨川シーワールド・サンシャイン水族館・よみうりランド・としまえん　ほか

申込期間 ・　・11月7日（火）9:00～11月14日（火）17：00
提供枚数 ・　40セット（1セット500円券5枚／1会員2セットまで）
料　　金 ・　2,250円（一般価格2,500円）
申込方法 ・　・☎03－3733－6107
引き渡し ・　・11月28日（火）から窓口で「会員証」呈示のうえ代金と引換え
注意事項 ・　・申込後の変更や取消はできません。

先着

見本

本
Book
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ご利用期間：�2017年12月1日（金）～12月29日（金）の平日および�
2018年1月5日（金）～2月28日（水）の全日

コーポレートプログラム第2回「サンクス･フェスティバル」パスポートのご案内
コーポレートプログラムは、東京ディズニーリゾート®の企業･団体向け福利厚生プログラムの名称です。
上記期間中に「東京ディズニーランド®」または「東京ディズニーシー®」いずれかのパークを１日利用できます。
※入園制限中のパークでは利用できません。
※チケット販売場所や注意事項は、下の購入申込書をお読みください。
パスポート料金　・大人[18歳以上]・ 6,400円（7,400円）
（・）内は通常価格　・中人[中･高生・12～17歳]・ 5,500円（6,400円）・

小人[幼児･小学生・4～11歳]・ 4,100円（4,800円）・
※平成29年度コーポレートプログラム利用券・
　（配布済み）を併用できます。

利用対象者 　会員とその家族
購 入 方 法 　・下記の「パスポート購入申込書」に必要事項をすべて・

記入しチケット販売窓口に提出してください。
期間外の利用 　・本パスポートを、実施期間外に利用（変更）する場合、・

チケット販売窓口にて、利用当日の通常料金との差額・
と変更手数料（200円）が別途必要です。・
※券面印字の有効期限内のみ

ふれあいアンケートの結果報告
ふれあいアンケート（会報6月号掲載）にご回答いただきましてありがとうございました。皆様の声をご報告いたします。

利用頻度については48％のお客様が数カ月に1回ご利用になっ
ています。映画券・入浴券などはまとめ買いもできます、ぜひ
ご利用ください。
今後充実してほしい共済メニュー
コンサート、旅行、温泉、給付金、グルメは皆様多くの方が楽しみに
されています。私どもも、魅力ある新商品開発に力を入れていきます。

よく利用するレジャーメニュー
ディズニーリゾートや映画券は多くの方に利用されています。毎年4月
号に同封するディズニー補助券とレジャー施設利用券、6月号に同封
する夏季プール利用券はメニューの豊富さと高い割引率で好評です。
8月以降はメイジャー映画セールの1,000円均―など、期間限定のお
得商品も売り出しております。

たくさんのご意見をありがとうございました。事務局では皆様の声をたくさん取り入れて、わくわくするような共済事業を企画してまいります。ご
質問･ご要望をお気軽にお寄せください。

1 ・ 0 ・ 1 ・ 5

大田区勤労者共済
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演目：鋭意選定中
若手歌舞伎俳優の熱意
ある舞台を新春の浅草で
お楽しみください。

申込期間 　・11月1日（水）9:00～16日（木）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11月21日（火）に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　・◆P.6～7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

お芝居とものまねオンステー
ジ！新春初笑いエンターテイ
ンメントSHOW
第一部

『初笑い 水戸黄門漫遊記
友情出演ウルトラマン』
脚本：池田政之
演出：金子良次
出演： コロッケ、佐藤B作 

奈良富士子 
水町レイコ 
横内正　他

第二部
『ものまねオンステージ』
ショーゲスト： 香西かおり（1/20） 

コージー冨田（1/14）
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光り輝くクリスマス・ショーが今年も渋谷にやってくる！！
サンタガールズのラインダンスもさらにパワーアップ！！！

明治座［人形町駅］
S席・8,000円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児入場不可

オーチャードホール［渋谷駅］
S席・6,500円（一般8,500円）
募集枚数：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・5,000円（一般6,800円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児入場不可

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席・6,500円（一般8,800円）
募集枚数：10枚・ ※3歳未満入場不可
アメリカ・カンパニー来日公演／英語上演

すみだトリフォニーホール・大ホール［錦糸町］
S席・6,000円（一般8,000円）
募集枚数：6枚・※4歳以上チケット必要。4歳未満でも
� 席を必要とする場合はチケット必要。

明治座 コロッケ特別公演

DRUMTAO 2018新春
「ドラムロック 疾風」総出演

新春浅草歌舞伎

ブロードウェイ
クリスマス・ワンダーランド2017

辛島美登里
Christmas Symphonic Concert
冬の絵本2017〜赤ずきんの恋〜

1月14日（日） 11:00
1月20日（土） 16:30

1月19日（金） 19:00

12月21日（木） 19:00

12月23日（土・祝） 
17:00

抽選

抽選

抽選

抽選

スペシャル・ゲスト：伊礼彼方
指揮・音楽監修：千住明
演奏： 新日本フィルハーモニー 

交響楽団
ピアノ：扇谷研人
ギター：伊藤ハルトシ

抽選

23カ 国・500都 市、 世 界
観客動員700万人。美しく
も圧倒的なパフォーマンス
と最新の映像テクノロジー
が融合した2017年新作「ド
ラムロック 疾風」が年明け
2018年1月は、アーティスト
総出演で更に進化した公
演をお届けします！

浅草公会堂［浅草駅］
1等席・5,000円（一般9,000円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児入場不可

クリスマス☆ゴスペル2017
グローリー・ゴスペル・シンガーズ

抽選

12月22日（金） 19:00

大田区民ホール・アプリコ・大ホール［蒲田駅］
全席指定・5,000円（一般6,500円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児入場不可

南こうせつ コンサートツアー
〜おもかげ色の空〜

2月3日（土） 17:00

1970年のデビュー以来、
今なお日本のフォークソン
グ界の先駆者として絶大
な支持を受ける南こうせ
つ。名曲の数々を、ユー
モアたっぷりなトークととも
にお贈りします。

抽選

TERROR テロ 抽選

1月19日（金） 18:30　1月20日（土） 14:00
紀伊國屋サザンシアター・TAKASHIMAYA［新宿駅］
全席指定・6,000円（一般7,800円）
募集枚数：各6枚・ ※未就学児入場不可

前代未聞の鮮烈な法廷劇にして眼も耳も心も奪われる知
的エンターテイメント！弁護士（橋爪功）と検察官（神野三
鈴）がそれぞれの正義を賭けて、 法定で丁々発止の論戦
を繰り広げる。登場人物が知力を傾けて問いかけ、主張
したこの法廷の行方を決するのは…あなたの一票が、現
代の正義を決める!!

【出演】橋爪功　今井朋彦　松下洸平　前田亜季
　　　堀部圭亮　神野三鈴

初春新派公演
「家族はつらいよ」

抽選

1月3日（水） 11:30　1月20日（土） 15:00
三越劇場［三越前駅］
1等席・5,000円（一般9,000円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児入場不可

あのドタバタ家族が新年
早々ショーゲキ事件を巻き
起こす!?

［脚本・演出］
山田洋次

［出演］
水谷八重子、波乃久里子、
喜多村緑郎、春本由香、
瀬戸麿純、石原舞子、
喜多村一郎、児玉真二、
田口守

1月5日（金） 
11:00
1月7日（日） 
15:00（予定）

出演者： 尾上松也、中村歌昇、坂東巳之助、坂東新悟 
中村種之助、中村米吉、中村隼人　他

6



2017年11月TOKYOで、28組のアーティストが集い、｢ドラえもん」
への思いが詰まった世界にひとつだけのアート作品を発表しま
す。1970年の誕生以来、ドラえもんは、日本中にたくさんの夢を
届けてくれました。いま世界を舞台に活躍するアーティストたちの
中にも、ドラえもんと出会い、夢を膨らませてきた方々がたくさんい
ます。そんなアーティストたちに「ドラえもん」をアートで表現してもら
えたら、いったいどんなすばらしいことが起こるのだろう。｢アート」
が「ドラえもん」と出会う、その特別な瞬間を一緒に夢見ましょう。

11月1日（水）〜1月8日（月・祝）※会期中無休
10:00〜20:00
※火曜日は17:00まで※入館は閉館の30分前まで

先着

村上隆「あんなこといいな　出来たらいいな」（部分）
©2017 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co.,Ltd.All Rights Reserved.
©Fujiko-Pro

森アーツセンターギャラリー
（六本木ヒルズ森タワー52階）［六本木駅］

一般［20枚］・1,200円（前売1,600円）
中学生・高校生［20枚］・900円（前売1,200円）
4歳～小学生［20枚］・400円（前売600円）

ボストン美術館 パリジェンヌ展
時代を映す女性たち

本展では、ボストン美術館の所蔵品約
120点によって、18世紀から20世紀のパ
リの文化を体現してきた女性たちの姿を
ご紹介します。豪奢なドレス、時のファッ
ションを手彩色で表現した版画のほか、
ルノワールによるエキゾチックなコスチュー
ムの女性像、マネが描く街角の凛 し々い
女性歌手、あるいはパリに渡って画家と
して成功したカサットの作品など、パリジェ
ンヌをめぐる多彩な作品をお楽しみいた
だきます。

1月13日（土）〜4月1日（日）
※月曜日は休館日。
　ただし、�2月12日（月・振替休日）は開館、
　翌13日（火）は休館
10:00〜18:00 ※入場は17:30まで

世田谷美術館1・2階展示室［用賀駅］ 一般［20枚］・900円（前売1,300円）

先着ポーラ美術館開館15周年記念展  
100点の名画でめぐる100年の旅
10月1日（日）〜3月11日（日）
※会期中無休
9:00〜17:00
※入館は閉館の30分前まで

ポーラ美術館［強羅駅］

先着

2017年、ポーラ美術館は開館15周年を記念
し、特別なコレクション展を開催いたします。
当館の絵画コレクションは、19世紀から20世
紀までに活躍した画家の作品が、体系立っ
て集められています。今回の展覧会では、
およそ1万点を数えるコレクションのなかから、
西洋絵画71点、日本の洋画29点を厳選い
たしました。この100点をご覧頂くことで、西
洋と日本の近代絵画の流れを追うことができ
ます。
100点はどれもコレクションを代表する名作ば
かり。ポーラ美術館始まって以来の贅沢なコ
レクション展です。

バスケットボール
抽選 ・東京羽田ヴィッキーズ 

2017-2018試合日程 （第19回Wリーグ）
東京羽田ヴィッキーズは、東京都大田区を中心として都内
全域で活動する東京都で唯一のＷリーグ（バスケットボー
ル女子日本リーグ）所属のプロクラブチームです。合言葉は

「大田区をもっと元気に」スポーツを通じて地域貢献や子供
達に夢を与えられるチームを目指し活動するヴィッキーズを
みんなで応援しましょう！

席　　種 ・ホーム自由席・（・）内は一般価格
提供価格 ・・大　　人・1,400円（一般価格：2,000円）・

小中学生・600円（一般価格：1,000円）
会　　場 ・大田区総合体育館

開催日 時　間 対戦相手
12月・ 8日（金） 19:00 山梨
12月・ 9日（土） 14:00 山梨
・ 1月27日（土） 15:00 トヨタ紡織
・ 1月28日（日） 15:00 トヨタ紡織
・ 2月・ 3日（土） 15:00 アイシンAW
・ 2月・ 4日（日） 15:00 JX-ENEOS
・ 3月・ 3日（土） 15:00 山梨
・ 3月・ 4日（日） 15:00 新潟
・ 3月10日（土） 14:00 日立ハイテク

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
先着 ・アースフレンズ東京Z

「日本代表が世界で勝利することに貢献すること」「世界に通
用する日本人選手を輩出すること」をミッションとして大田区
総合体育館をホームアリーナとして活躍しているアースフレ
ンズ東京Zをみんなで応援しましょう！

席　　種 ・自由席
提供価格 ・・大　　人・1,400円（一般価格：2,000円）・

小中学生・300円（一般価格：500円）
会　　場 ・大田区総合体育館

開催日 時　間 対戦相手
11月11日（土） 17:00 金沢武士団
11月12日（日） 18:00 金沢武士団
12月・ 9日（土） 18:00 仙台89ERS
12月17日（日） 17:00 ライジングゼファー福岡
12月18日（月） 19:00 ライジングゼファー福岡
・ 1月・ 1日（月） 15:00 群馬クレインサンダーズ
・ 1月・ 2日（火） 15:00 群馬クレインサンダーズ
・ 3月10日（土） 未定 香川ファイブアローズ
・ 3月11日（日） 未定 香川ファイブアローズ

大人［20枚］・1,200円（前売1,600円）

OTA HANEDA
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大森青色申告会からのお知らせ
税を考える週間（１１月１１日～１７日）

公開セミナー 成年後見講座 参加料無料・ご予約不要

～親が認知症。その時不動産管理や売却はどうすればいいの？～
日　時 ：11月22日（水）14:00～16:00
会　場 ：・池上会館　集会室・

東京都大田区池上1-32-8　
お問い合わせ ：一般社団法人・大森青色申告会
　　　　　　　　☎03-3771-8859

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。

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。

土曜日受取サービス終了のお知らせ ・

ガイドブック7ページでご案内している土曜日受取サービスは5月31日をもって終了となりました。ご了承ください。

簡易書留料金は会員様ご負担です ・

4月から5,000円以上のチケット類の送付に係る簡易書留料金（400円）が会員様のご負担になりました。

定員２００名
定員になり次第締切ます


