
2018年2月1日現在　事業所数：1,631　会員数：4,614人

ふれあい 3
会員とその家族のために

大田区勤労者共済「会報」 平成30年（2018年）

第292号
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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。
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主な掲載項目



申込期間  　3月6日（火）9:00～ （補助券の引き渡しは3月7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  　 P.2～3掲載のバスツアー（指定日のみ） 
※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 希望のバスツアーを選び、下記の近畿日本ツーリスト（蒲田営業所）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 下記営業所へ「補助券」と「会員証」を持参のうえ、差額の旅行代金をお支払いください。

注意事項  　 ・予約申込と支払は、同一店舗でしかできません。 
・一般のお客様と同乗のツアーにつき、勤労者共済スタッフの添乗はありません。 
・既に申込みが済んでいるツアーには利用できません。 
・下記の近畿日本ツーリスト 指定営業所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。

・蒲田営業所（JR蒲田駅西口）  ☎03-3739-6861  月～金10:30～18:30 、 土日祝10:30～18:00

クラブツーリズム バスツアー補助券
先着

※
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す
べ
て
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ー
ジ
で
す

一度は見たい！春の絶景2景 老舗駅弁屋「万年屋」春の行楽弁当付き

神秘的なスポット「出流原弁天池」や「若山農場」圧巻の竹林など栃木4景めぐり

あしかがフラワーパーク 大藤・白藤

大谷資料館と春の息吹薫る絶景の竹林

日帰り

日帰り

一面に広がる
青の絨毯！

ため息の出る
美しさ！

国営ひたち海浜公園「ネモフィラの丘」

幻想世界「あしかがフラワーパーク」の藤ライトアップ

JV400-683 新　宿（7：30発）Fs・f・h・k・l・z日
G2・3・4・5・6・7・8日

JV402-683 東　京（7：30発）Fk日G4・6日

JV405-683 蒲　田（7：00発） 
大井町（7：30発）Fh・l日G4・6日

JV406-683 目　黒（7：00発） 
渋　谷（7：30発）Fz日G5日

日
帰
り

各地発＝国営ひたち海浜公園（一面に広がる青の絨毯ネ
モフィラ＆チューリップなど季節の花観賞）＝あしかが
フラワーパーク（大藤や白藤など季節の花観賞）＝各地
着（18：00～18：50予定） tut

7,990円～10,990円

8１名 328名 =同行 fなし 西東京観光バス同等

コース番号 無印7,990円、○印8,990円、□印9,990円、（ ）印10,990円

旅行代金
（おひとり）

たこめし弁当

たこめし弁当プラン
おひとり500円増

一面青の絨
毯！

ネモフィラの
丘

幻想的な紫の
カーテン

あしかがフラワ
ーパーク・大藤

※4月30日、5月3日は各地を30分早く出発します　　※花の見ごろは例年4月下旬～5月上旬

※4月28～30日、5月3～5日は各地を30分早く出発します　※行程順序が変更となる場合があります　※花の見ごろは例年4月下旬～5月上旬

コース番号

日
帰
り

各地発＝若山農場（竹林観賞）＝大谷資料館
（見学）＝出流原弁天池（観賞）＝あしかがフ
ラワーパーク（夜にしか見られない藤の絶
景！）＝各地着（21：10～21：50予定） ttt

JX110
-683

新　宿（10：20発）
練　馬（11：00発）

Fg・z日
G3・7日

JX112
-683

錦糸町（10：20発）
東　京（10：50発） G4日

8,590円～9,990円
無印8,590円、○印9,590円、□印9,990円

8１名 328名 =同行 fなし
バス会社 中央観光同等

旅行代金
（おひとり）

大
谷
資
料
館

あしかがフラワーパークの大藤 出流原弁天池若山農場の竹林

フォトジェニックな絶景!!

地元の名物タコを使った
「たこめし弁当」。柔らかく
煮たタコと、タコの出汁が
効いたおこわは絶品。

大藤・白藤大藤・白藤天然
記念物

幻想世界「あしかがフラワーパーク」幻想世界「あしかがフラワーパーク」
まるで
地下神殿！

※出発3日前までにお申し込みください

深さ約30m！未知なる空間
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日帰りあさりおにぎり・千葉銘菓のおやつなど10ポイントてんこ盛り
春の房総大収穫！城山公園ツツジ観賞

イチゴ狩り食べ放題＆旬のタケノコ掘りとソラマメ・甘夏狩り
8,990円～10,990円

8１名 328名 =同行 fなしバス会社 中央観光同等

JT410-683 練　馬（7：30発）新　宿（8：10発） F20・s・d・26・l日
G2・4・5日

JT412-683 錦糸町（7：30発）東　京（8：00発） Fo・s・25日
G5日

JT413-683 渋　谷（7：30発）蒲　田（8：20発） F20・f・k日
G3日

コース番号

日
帰
り

各地発＝〈東京湾アクアライン・海ほたる〉＝木更津または袖ヶ浦（タケ
ノコ掘り約1キロ）＝保田（甘夏1個狩り）＝富浦（買い物）＝南房総（イチ
ゴ狩り食べ放題・30分）＝南房総（ソラマメ狩り約500ｇ）＝城山公園

（ツツジ観賞）＝君津＝各地着（17：00～18：00予定） tot

旅行代金
（おひとり）

無印8,990円、○・●印9,990円、■印10,990円
※●・■印はトイレ付きバスで運行

●1 旬のタケノコ掘り＆掘ったタケノコは
お持ち帰り（約1kg）

●2ソラマメ狩り（約500ｇ）
●3甘夏狩り（1個）
●4 イチゴ狩り

食べ放題（30分）
●5あさりおにぎりの軽食
●6ビワゼリー（1個）
●7 ピーナッツ

フロランタン（1個）
●8あおさ汁（1杯）
●9城山公園ツツジ観賞
●0 絶景の

東京湾アクアライン
＆海ほたるPA

大収穫１０ポイント

イチゴ狩り食べ放題

城山公園のツツジ

ソラマメ狩り

タケノコ掘り

甘夏狩り

7,990円～

10,490円

8１名 328名 =同行 fなし
バス会社 西東京観光バス同等

コース番号 無印7,990円、○印8,990円、□印9,490円、●印10,490円
KA010-683 中　野（7：30発） 新　宿（8：00発）G2・3・9・15・o日
KA012-683 錦糸町（7：30発） 東　京（8：00発） G4・5・9・e日
KA013-683 大井町（7：40発） 渋　谷（8：10発） G6・8・i日
KA020-683 上　野（7：40発） 新　宿（8：30発） 女性限定 G7日

日帰り 小田原鈴廣特製「金目鯛炙り飯弁当」の昼食
関東最大級 約80万株の「富士芝桜まつり」
箱根・芦ノ湖畔「山のホテル」のツツジ・シャクナゲ

日
帰
り

各地発＝小田原（買い物）＝箱根・山のホテル（ツツジ・シャクナゲ観賞）＝
本栖湖リゾート（富士芝桜まつり）＝河口湖（買い物）＝各地着（18：00～
18：50予定） tut 

※5月3～6日は各地を40分早く出発します　※花の見ごろは例年5月上旬～5月下旬

※4月28～29日、5月3～5日は各地を30分早く出発します。　※花の見ごろは例年4月下旬～5月上旬　※ポイントの1～3、6・7は旅行代金に含まれます

旅行代金（おひとり） 旅行代金（おひとり）

山のホテルのツツジ 花見山富士芝桜まつり 三春滝桜

※花見山の花の見ごろは例年4月上旬～下旬　※三春滝桜の見ごろは例年4月上旬～中旬

日帰り 春爛漫の東北桜２景！天然記念物のしだれ桜は圧巻
樹齢1000年以上の日本三大桜！三春滝桜

百花繚乱！桃源郷「花見山」

JX900-683 新　宿（7：20発） 上　野（8：10発） F7・q・e・r・u・19日
JX903-683 一之江（7：00発） 錦糸町（7：30発） 東　京（8：00発）Fu日
JX905-683 蒲　田（7：00発） 大井町（7：30発） 渋　谷（8：00発）F0・e・r日
JX910-683 新　宿（7：20発）上　野（8：10発）トイレ付きバス Fw・t・i日
日
帰
り

各地発＝花見山（桜・レンギョウ・ボケなどが咲き誇る花の名所へ）＝三
春滝桜（樹齢約1000年。国の天然記念物の紅しだれ桜は圧巻！）＝各地
着（20：00～21：30予定） ttt

9,990円～

12,990円

コース番号 無印9,990円、○印10,990円、□印11,990円、●印12,990円

8１名 328名 =同行 fなし
バス会社 中央観光同等

※桜の見ごろは例年4月上旬～中旬

コース番号

8１名 328名 =同行 fなし 
バス会社 西東京観光バス同等

JM415-683 新　宿（7：40発） F1・7・11日
JM417-683 東　京（7：30発） F6・11日

JM419-683 蒲　田（7：00発） 
大井町（7：30発） F1・9日

無印9,990円、○印10,490円
9,990円～10,490円

１名 名 同行 

2食付き！タケノコご飯・しゃぶしゃぶ鍋の昼食＆梅じゃこ弁当
もってけ約５キロ！　
イチゴ狩り食べ放題！桜＆メガ盛りミステリー

日帰り

旅行代金
（おひとり）

写真に撮りたいスポットや野菜・フルーツなど春のメガ盛り20ポイント付き！

●1昼食：〇〇産もち豚しゃぶしゃぶ鍋
●2夕軽食弁当：梅とじゃこの混ぜご飯弁当
3イチゴ狩り食べ放題（30分）

日
帰
り

各地発＝（どこへ行くのかは当日までのお楽し
み♪）＝各地着（19：00～19：40予定） tyo 

●7自家製イチゴショートケーキ１個 ●8〇〇〇
キャンディー（１個） ●9〇〇〇ジュース（１杯）をご
賞味 ●0〇〇〇〇〇〇〇のご賞味 ●q〇〇製品（１
個） ●w美味！〇〇バイキング（20分） ●e酒蔵を見
学 ●r梅酒の〇〇１袋（20ｇ） ●t〇〇〇味噌！１袋

（50ｇ） ●y写真に撮りたい！桜のスポットへ！

10のお楽しみポイント

２食付き

イチゴ狩り

昼
食（
イ
メ
ー
ジ
）

●u野菜とフルーツあわせ
て（約3キロ） ●iフルーツ
ジュース（500ml） ●oこん
にゃく（約1キロ） ●pうど
ん（約500ｇ） （●●u～●pは
旅行代金に含まれます）

もってけ約５㎏お持ち帰り

野菜（イメージ）

●4○○の工場見学 ●5足湯体験 
●6地酒の飲み比べ体験

3つの体験

◆旅行サービスの内容・発着時間等は平成30年2月1日を基準日としています　◆詳しい旅行内容
を記載した書面（パンフレット）をお送りしますので、事前にご確認のうえお申し込みください
※写真はすべてイメージですご

案
内

コース内
マークの

見方

条件：=（ツアーディレクター／添乗員）8（最少受付人員）3（最少催行人員）f（バスガ
イド）　交通：＝（バス）T（JR）S（JR以外の私鉄）R（水上交通）…（徒歩または自由行動）
食事：x（朝食）y（昼食）z（夕食）s（夜食）u（弁当）o（軽食）n（部屋食）t（食事なし）  

〒160-8308　東京都新宿区西新宿6-3-1新宿アイランドウイング
観光庁長官登録旅行業第1693号　

総合旅行業務取扱管理者　神木良彦　管理番号74105

旅行企画
・

実施

首都圏バス旅行センター

国内募集型企画旅行　ご旅行条件（要約）
お申し込みいただく前に必ずお読みください。
ご旅行条件につきましては、下記条件のほか、コースごとに記載されている
条件、ご旅行案内（パンフレット）、確定書面（旅のしおり）および当社旅行業
約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
○旅行のお申し込みおよび契約の成立時期

（1）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予
約の申し込みを承ります。

（2）歩行や視聴覚などがご不自由な方、動物アレルギーのある方、身体障
害者補助犬をお連れの方、その他特別な配慮を必要とする方は、お申し
込みの際に必ずお申し出ください。

（3）旅行代金のご入金は旅行開始日の21日前（日帰り旅行は11日前）まで
に全額をご入金ください。

（4）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金全額
を受理したときに成立するものとします。「クレジットカード」の場合は、当
社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時点で成立します。

○旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事代、観光入場
料金、添乗員同行コースの必要経費等。上記諸費用はお客様のご都合に
より、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
○お客様による旅行契約の解除・払い戻し
旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次の金額の

取消料を申し受けます。

国内旅行　取消日区分
取消料（おひとり）

宿泊付き旅行 日帰り
旅行国内旅行

（バス旅行を除く）バス旅行

旅行開始日の
前日から起算
し て さ か の
ぼって

20日目～15日目 20% ― ―
14日目～11日目 20% 20% ―
10日目～8日目 20% 20% 20%
7日目～2日目 30%

旅行開始日の 前日 40%
当日の集合時間まで 50%

旅行開始後の取消または無連絡不参加 100%
※ 参加人員減、旅行開始日・コースの変更は取消とみなされ、取消料がかか

ります
※「夜行日帰り旅行」は「日帰り旅行」として扱います
※「バス旅行」とは、主要な交通機関がバス利用となる旅行になります
※航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券を利

用する、または貸切船舶を利用する国内募集型企画旅行は、取消料が異
なる場合がございます。詳しくはお申し込み後に送付いたしますパンフレッ
トをご確認ください

○旅行開始前の当社による旅行契約の解除及び払い戻し
お客様の人数が、最少催行人員に達しなかったときは、旅行開始日の14日前

（日帰りは４日前）までに旅行の実施を取り止める旨をご連絡し、すでにお支
払いいただいている旅行代金全額を払い戻して、旅行契約を解除します。
○お客様の責任
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて記
載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行
サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
○特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で
定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事
故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害につい
て、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通
院見舞金および携行品損害補償金を支払います。
○旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に「規
定の率」を乗じた額の変更補償金を旅行終了日から30日以内に支払いま
す。
○お客様の個人情報の取扱について
お客様からいただく個人情報の取扱については、旅行および当社の
各種サービスに利用させていただきます。詳細はクラブツーリズム
のホームページ（www.club-t.com）をご覧ください。

別料金800円で
握り寿司弁当のご用意

もございます

fureai_1803_ura.indd   2 2018/01/24   14:59
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江川海岸 潮干狩り 利用補助券
潮干狩り料金 契約料金 補助券利用

大人（中学生以上） 2kgまで 1,700円 1,400円
小人（4才以上小学生まで） 1kgまで 850円 550円
※第1料金所3番窓口で入場券購入時に、利用補助券を渡してお支払いください。 
※用具・有料休憩所使用料・渡船料は別途ご負担ください。貸し熊手は一丁50円です。 
　なお、潮干狩り場までは徒歩でも行くことができます。 
※干潮時間により入場できない日がありますので、潮見表をご確認ください。

利用期間  　3月18日（日）～7月16日（月・祝）
申込期間  　3月6日（火）9：00～
提供枚数  　 300円補助券100枚（1会員4枚まで） 

補助券のない同伴者は契約料金で利用可。
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。

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！（※一般のお客様には販売していない特典満載のチケットです）
申込期間 　3月6日（火）9:00～
引き渡し 　3月6日（火）9:00～
利用期間 　購入日～平成30年9月30日（日）
提供価格 　2,500円（最大6,200円相当）
提供枚数 　1会員年度内10冊まで
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。 
・使い切れなかったポイントは有効期限内であれば後日使用可能です。ただし、切り離しは無効。 
・ポイントに現金及び他のチケットやサービスを併用して利用することはできません。 
・シアターGロッソ「ヒーローショー」、読売巨人軍公式戦、宇宙ミュージアムTeNQは、売り切れの場合チケットの 
　引換えができません。 
・「リラッサ」「アーティスト カフェ」「バルコ」は、利用除外日を設ける場合がありますので、事前に確認してください。 
・営業時間、利用制限（年齢、身長等）は各施設によって異なります。予告なく施設及びサービス内容の中止または 
　変更をする場合がありますので、購入や来場の前に確認してください。 
　詳しくは https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/　【東京ドームシティわくわくダイヤル】☎03-5800-9999

得10チケットは東京ドームシティでも直接買えます！大田区勤労者共済の会員証を呈示すれば、勤労者共済で販売していないチ
ケットや、現地で急にチケットが必要になっても各種チケットを法人会員料金でお得にお求めいただけます！
利用方法 　 利用日当日に東京ドームシティ ミーツポート2F「法人サービスカウンター」で会員証を呈示し、料金を支払います。 

（現金・クレジットカードがご利用いただけます。）
購入可能枚数 　1日につき1会員各券種10冊まで

東京ドームシティ 得10（とくてん）チケット

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）

羽田 釣り船 利用補助券
利用期間  　平成30年4月1日（日）～平成31年3月31日（日）
申込期間  　3月6日（火）9：00～
提供枚数  　 1,500円補助券80枚（1会員2枚まで） 

補助券のない同伴者は契約料金で利用可。
申込方法  　☎03-3733-6107 または 窓口（FAX・メール不可）

注意事項  　 ・利用の際は釣り船店に必ず予約してください。 
・申込後の変更や取り消しはできません。

先着

先着

【江川海岸潮干狩場】無料駐車場あり
問合せ先：江川漁業協同組合
 ☎0438-41-2234

《指定釣り船店》
両店とも当会員です！

 ★かめだや　羽田2-31-13 ★船宿かみや　羽田3-22-3
 ☎03-3741-1258 ☎03-3742-6904
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『ハッピーちゅうちゅう東武動物公園』

『ぐるっとにゃーんで80施設』

大田区勤労者共済「会報」

ふれあい
4月号次回予告

４月号豪華５大付録のご案内
・・・ふれあい４月号は、わかりやすい新・給付金受給ガイドと、

たくさんあそべる補助券、行きたかった日帰り温泉など、
盛りだくさんの内容をご用意いたします、お楽しみに!!・・・

☆☆☆ stay tuned!! ☆☆ 敬请期待!! ☆☆ Longtemps!! ☆☆☆

１
新・給付金

ガイド（永久保存版）

２
ディズニー

パスポート補助券

３
日帰り温泉

施設等利用補助券

４
エンジョイ
ドリーム割引券

５
レジャー施設
利用補助券

お食事券のご案内
４月号はくまシェフ推薦の

ベイシェラトン特集

当協会のくまシェフが自信をもってお薦めする横浜ベイシェラトンです。28階からの眺めもおいしいスカイラウンジブッフェ、
パフォーマンスキッチンが素晴らしいオールデイブッフェ、そして、横浜中華の最高峰「彩龍」。みなさんはどちらを選びますか？

パスパス大作戦
ご利用方法はお客様しだい、

お得な二つのパスを
手にしたその日から、

皆様のレジャーがさらに
楽しくなっちゃいます。

平成３０年４月より給付
金受給金額が改訂され
ます。 そこで、改めて
受給方法を詳しく解説
した保存版ガイドを作成
しました。
どうぞご活用ください!!

これはお得！！
ディズニーリゾートでいつでも使える
補助券が２枚、2,000円分です。 東京、 神奈川、 埼玉、

千葉、茨城、山梨の『こ
こを押さえなきゃ』の厳
選された源泉なのであ
ります！！

お父さん！！ポケットにこの割引券を
しのばせておけば、休日は何が
あってもこわくないです。

お母さん！！補助率にびっくりです。
エンジョイドリームのさらに上、
特上補助券なのであります。

『おいしそうだな～たっべたいな～』

スカイラウンジ
「ベイ・ビュー」

オールデイブッフェ「コンパス」 中国料理「彩龍」

本
Book

5



申込期間 　 3月1日（木）9:00～14日（水）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3月16日（金）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

『アニー』は2018年公演で33年目を迎えます。
総上演回数は1,778回となり、
全国で約172万人を超える皆さまにご覧いただき、
まさに国民的ミュージカルとなりました。

春風亭昇太が老舗ビッ
グバンド「ザ・ブルースカ
イオーケストラ」の演奏
に乗せてお贈りする、あ
るようでなかった落語と
音楽のミックス・ショー
ケース。

新国立劇場 中劇場［初台駅］
全席指定 6,500円（一般8,500円）
募集枚数：10枚 ※4歳未満入場不可

大田区民ホール アプリコ 大ホール［蒲田駅］
全席指定 各回 2,000円（一般2,500円）
 　　セット券 3,000円（一般4,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

明治座［人形町駅］
S席 7,000円（一般9,500円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

明治座［人形町駅］
S席 4,500円（一般6,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児入場不可

アプリコ・アフタヌーン・サロン2018
Vol.5 春爛漫～イタリア・オペラの名曲たち～

【出演】小林沙羅（ソプラノ）、望月哲也（テノール）、河野紘子（ピアノ）

Vol.6 音の美術館～スペイン～情熱への旅路
【出演】大萩康司（ギター）、新倉瞳（チェロ）

春風亭昇太さんと
ブルースカイオーケストラさん♬

リチャード・クレイダーマン 2018
with ストリングス・トリオ&パーカッション

4月28日（土） 16:30 4月7日（土） 15:30　4月8日（日） 11:00

抽選

抽選

抽選

音楽・芸術文化プロデューサー浦久俊彦とともにお届けす
る、おしゃれで知的なクラシック音楽サロン。楽しいトークと、
多彩な出演者による演奏をお楽しみください。

島津亜矢 北山たけし
ジョイントコンサート

抽選

4月3日（火） 
13:30
18:30

BURN THE FLOOR 
Joy of dancing

抽選

ご存知"えん歌の申し子"島津亜矢と、デビュー15周年を迎え
た北山たけしが夢の共演!北島三郎の代表曲も熱唱します!!

生誕150年 横山大観展
4月13日（金）～5月27日（日）
※会期中展示替えあり 
※月曜日休館（ただし4月30日（月・休）は開館）
10:00～17:00 ※入館は閉館の30分前まで 

※金、土曜日は20:00まで

東京国立近代美術館［竹橋駅］

先着

横山大観（1868－1958）の生誕150年、没後60年
を記念し、回顧展を開催します。本展では、40メー
トル超の日本一長い画巻《生々流転》（重要文
化財）や《夜桜》《紅葉》をはじめとする代表作に、
数々の新出作品や習作などの資料をあわせて
展示し、制作の過程から彼の芸術の本質を改め
て探ります。総出品数約90点を展観する大回顧
展です。

一般［30枚］ 1,000円（前売1,300円）

創刊記念『國華』130周年・朝日新聞140周年 
特別展「名作誕生－つながる日本美術」
4月13日（金）～5月27日（日）
※会期中展示替えあり

（前期：4/13～5/6、後期：5/8～5/27）
※月曜日休館（ただし4月30日（月・休）は開館）
9:30～17:00
※入館は閉館の30分前まで
※金、土曜日は21:00まで、日曜・祝日は18:00まで

東京国立博物館 平成館［上野駅］

日本美術史上には「名作」と呼ばれる作品が数多く
存在します。時代を代表する作家によって作られ
た名作、海を越えて日本へもたらされた名作、古典
に学び新時代の美意識で生まれ変わった名作など、

「名作」はさまざまなドラマをもって誕生し、受け
継がれ、新しい名作の誕生へとつながってきまし
た。本展では、こうした作品同士の影響関係や共通
する社会背景に着目して地域、時代を超えた名作
の数々を12のテーマで紹介いたします。

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）

《或る日の太平洋》
1952（昭和27）年　
東京国立近代美術館蔵

《山路》
1912（明治45）年　
京都国立近代美術館蔵

《生々流転》（部分）1923（大正12）年　
東京国立近代美術館蔵　重要文化財

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席 9,000円（一般12,000円）
募集枚数：6枚 ※未就学児入場不可

5月20日（日） 12:00

バーン・ザ・フロア・カンパニー 創設20周年 × 来日10回目 
記念公演!2018年5月、日本上陸決定!「バーン・ザ・フロア」カ
ンパニーが贈る最新作は、彼らがこれまでの進化とその底
力を改めて見せつける、スペシャル・アニバーサリー公演!

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

5月19日（土） 13:00

【主な曲目プログラム】・渚のアデリーヌ・いい日旅立ち・昴 ほか
※都合により、曲目・曲順などが当日一部変更になる場合
がございます。あらかじめご了承ください。

重要文化財　仙人掌群鶏図襖
伊藤若冲筆　大阪・西福寺蔵

先着

Vol.5 4月17日(火) 14:00
Vol.6 7月3日(火) 14:00

抽選

小林沙羅 望月哲也 河野紘子 大萩康司 新倉瞳
© NIPPON COLUMBIA © Kohei Take © ビクターエンタテインメント © Takaaki Hirata

6



プーシキン美術館展
― 旅するフランス風景画

4月14日（土）～7月8日（日）※月曜日は休室（ただし4月30日は開室）
9:30～17:30
※金曜日は20:00まで　※入室は閉室の30分前まで

東京都美術館 企画展示室［上野駅］

先着

モスクワのプーシキン美術館が誇る珠玉のフランス絵画コレ
クションから、風景画65点が来日します。神話の物語、身近な
自然、パリの喧噪、果ては想像の世界まで、様々な情景を舞
台に、17世紀から20世紀
のフランス近代風景画の
流れをたどります。初来日と
なるモネ《草上の昼食》を
はじめ、ルノワール、セザン
ヌ、ゴーガン、ルソーら、巨
匠たちが愛した光と色彩
が躍る美しい風景の「旅」
をどうぞお楽しみください。

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）
65歳以上［10枚］ 600円（前売800円）

ヌード NUDE
― 英国テート・コレクションより
3月24日（土）～6月24日（日）
※木曜日、5月7日（月）は休館

（ただし5月3日（木･祝）は開館）
10:00～18:00
※入館は閉館の30分前まで

（ただし、5月11日（金）・6月8日（金）は20:30まで）

横浜美術館［みなとみらい駅］

先着

本展は、世界屈指の西洋近現代美術コレクショ
ンを誇る英国テートの所蔵作品により、19世紀後
半のヴィクトリア朝の神話画や歴史画から現代の
身体表現まで、西洋美術の200年にわたる裸体
表現の歴史を紐ときます。

一般［20枚］ 1,000円（前売1,400円）

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。
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

4月11日（水） 19:00 鹿島アントラーズ
4月25日（水） 19:00 サンフレッチェ広島
4月28日（土） 15:00 名古屋グランパス
5月13日（日） 16:00 北海道コンサドーレ札幌
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

4月11日（水） 19:00 セレッソ大阪
4月21日（土） 16:00 鹿島アントラーズ
5月 2日（水） 19:00 浦和レッズ
5月 5日（土・祝） 14:00 FC東京
5月20日（日） 15:00 清水エスパルス
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）

抽選  横浜F･マリノス／日産スタジアム
開催日 時　間 対戦相手

4月 8日（日） 16:00 川崎フロンターレ
4月15日（日） 14:00 ヴィッセル神戸
4月21日（土） 16:00 湘南ベルマーレ
4月28日（土） 19:00 鹿島アントラーズ
5月 2日（水） 19:00 ジュビロ磐田
席　　種  バック自由 （ ）内は一般価格

提供価格  大　　人 1,800円 （2,900円） 
　　　　　小中学生 　800円 （1,200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  読売ジャイアンツ／東京ドーム
開催日 時　間 対戦相手

6月 5日（火） 18:00 東北楽天ゴールデンイーグルス
6月 9日（土） 18:00 埼玉西武ライオンズ
6月23日（土） 14:00 東京ヤクルトスワローズ
7月 4日（水） 18:00 横浜DeNAベイスターズ
7月 7日（土） 18:00 広島東洋カープ
7月29日（日） 14:00 中日ドラゴンズ
席種・価格   指定席A （ ）内は一般価格 

5,000円 （5,400円＋東京ドーム商品券1,000円）

注意事項   ◆1塁・3塁の指定はできません。 
◆2名様単位のお申込みに限ります。 
◆東京ドーム商品券は、東京ドームホテル
　や東京ドーム内の移動販売店を始め、 
　レストラン・ショップなど東京ドーム 
　シティのあらゆる施設で利用できます。

©KAWASAKI FRONTALE

©F.C.TOKYO

©Y.F.MARINOS / SCBF

プロ野球

※小学生以下無料※障がい者手帳をお持ちの方と
介護の方（1名）は無料※観覧当日に限り本展の観覧
券で「横浜美術館コレクション展」も観覧可

オーギュスト・ロダン《接吻》　1901 – 4 年　ペンテリコン大理石
Tate: Purchased with assistance from the Art Fund and public contributions 1953 image © Tate, London 2017

クロード・モネ《草上の昼食》1866年 

アンリ・ルソー《馬を襲うジャガー》1910年

クロード・ロラン《エウロペの掠奪》1655年
©The Pushkin State Museum of Fine 
Arts, Moscow. 
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5/13（日）～27（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  4/19（木） 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。

大相撲五月場所 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

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。

カルチャー補助（3,000円）終了のお知らせ
窓口で申請するカルチャー補助（3,000円）が2018年3月30日で終了となります。

今年度の給付金請求はお済みですか？
特にお子様が平成29年度に小・中学校へ入学された方は、3月30日（金）までにお手続きをお願いします。

映画券・入浴券のまとめ買いについて
年度を超えたまとめ買いはできません。（例：3月に4月以降分は購入できません。※制限枚数はガイドブックをご覧ください。）

スパリゾートハワイアンズ 入場券
申込期間 　3月6日（火）9:00～

利用期間 　4月1日（日）～9月30日（日）

提供枚数 　73枚（1会員4枚まで）

提供価格 　500円（一般価格 大人：3,240円）

申込方法 　☎03-3733-6107 または窓口（FAX・メール不可）

引き渡し 　3月29日（木）9:00から窓口で代金と引換え

注意事項 　 申込後の変更や取消はできません。 
ウォーターパーク内スライダーは別途料金が必要です。 
都内等からの無料直通バスは宿泊者専用です。

先着


