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申込期間　・10月9日（火）9:00 ～ （補助券の引き渡しは10月10日（水）9:00～）

申込方法　☎03-3733-6107 のみ

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30年12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　・・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

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
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ヒルトン東京お台場
〒135-8625・東京都港区台場1-9-1

レストラン総合案内　03-5500-5580
（平日10:00～21:30　土日祝9:00～21:30）

シースケープテラス・ダイニング
海と陽光の中に香り立つオールデイダイニング
日中には眩い光が差し込み、夕暮れ以降は東
京の煌く夜景が一望できる、ロビーフロアにあ
る「シースケープ」では、それぞれの時間帯に
合わせて、バラエティ豊かな料理の数 を々ブッ
フェスタイルでお届けします。そこでは、東京
湾のパノラマビューとともに、当ダイニングの
キーワードである、“フレッシュ、ビューティー、
ヘルシー、パワー”を感じることで、きっと都市
にあっては貴重な憩いと癒しを得ていただける
ことでしょう。

利用期間 ・　・2018年10月9日（火）～2019年1月31日（木）・
（除外日：2018年12月21～25日、2018年12月31日～2019年1月1～6日）

申込期間 ・　2018年10月9日（火）～10月22日（月）
提供枚数 ・　・1会員4枚まで　ランチ　100枚　ディナー　50枚
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。
引き渡し ・　・10月9日（火）9:00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、5000円以上は別途送料400円をご負担いただきます。
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。・
◦お飲物及びお子様料理については、現地にてご精算ください。・
◦満席等によりご予約いただけない場合があります。

●ランチブッフェ●
メニュー ・　・ワンドリンク付き・

（ビール､ グラスワイン､ ソフトドリンク）
利用時間 ・　・11:30～14:30（90分制）
料　　金 ・　・大人（平日）　3000円（一般価格4,149円）・

※土日祝は追加料金500円を現地で直接・
　お支払いください。

●ディナーブッフェ●
メニュー ・　・ワンドリンク付き・

（ビール､ ワイン､ ソフトドリンク）
利用時間 ・　・18:00～21:30（90分制）
料　　金 ・　・大人（平日）　4000円（一般価格5,858円）・

※土日祝は追加料金500円を現地で直接・
　お支払いください。

食事券 先着

※掲載の写真はイメージです
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申込期間 　・10月1日（月）9:00～10月17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 　・電話のみ・☎03-3733-6107・

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 　・10月19日（金）午前中に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　・◆P5～7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

恒例の秋のツアー、東
京でのホール公演が決
定！今年は東京オペラシ
ティ コンサートホールでの
開催です。

【学割あり】
当日、ご自身の学生証を
提示していただいた方に
¥1,000キャッシュバックし
ます。（小、中、高校生、大
学生、専門学校生対象）
小学生は年齢を証明でき
るものをご提示ください。

今年もあのクリス
マスショーがやっ
てくる！　 最 高に
楽しくてハッピー
な劇場でのクリス
マス体験を！

【出演】　指揮：秋山和慶　ピアノ：小山実稚恵
【曲目】　 J.シュトラウスⅡ：ワルツ「春の声」 

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番 
ドヴォルザーク：交響曲 第9番「新世界より」

【出演】 指揮&チェンバロ：秋山和慶　 
ヴァイオリン：辻 彩奈　ソプラノ：中村恵理　 
メゾ・ソプラノ：藤村実穂子　テノール：西村 悟 
バス：妻屋秀和　合唱： 東響コーラス

【曲目】 ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」～春・冬 
ベートーヴェン：交響曲 第9番「合唱付」

平日お昼の無料企
画として好評の「ア
プリコお昼のピアノ
コンサート」が今年
で10周年！今回はス
ペシャル版として、
過去の出演者の中
から選りすぐりの5名
と、大田区出身の
ピアニスト三浦友理
枝さんをお迎えし、
ピアノの魅力をたっ
ぷりとお届けいたし
ます。

東京オペラシティ・コンサートホール［初台駅］
S席・5,500円（一般7,000円）
募集枚数：6枚・ ※未就学児童入場不可

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席・7,500円（一般9,800円）
募集枚数：10枚

明治座［人形町駅］
S席・5,000円（一般6,800円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児入場不可

国立劇場大劇場［半蔵門駅］
1等A席・7,000円（一般9,800円）
募集枚数：各10枚

サントリーホール［溜池山王駅］
S席・5,000円（一般7,000円）
募集枚数：6枚・ ※未就学児入場不可

明治座［人形町駅］
S席・9,000円（一般13,500円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児入場不可

サントリーホール［溜池山王駅］
S席・7,000円（一般10,000円）
募集枚数：6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・1,000円（一般1,500円）
募集枚数：10枚・ ※4歳以上入場可能

沖仁 CONCERT TOUR 2018 朗読劇
「90歳。何がめでたい」

国立劇場12月歌舞伎公演

ブロードウェイ 
クリスマス・ワンダーランド2018

日本テレビ開局65年記念舞台
魔界転生

東京交響楽団
「第九と四季」2018

ベネッセの英語コンサートクリスマス公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

アプリコお昼のピアノ
10周年記念ガラ・コンサート

12月19日（水） 18:30 12月22日（土） 16:30
11月30日（金） 15:30
12月1日（土） 11:00

1月6日（日） 14:00

12月16日（日） 12:00
12月22日（土） 12:00

12月28日（金） 18:30

12月20日（木） 17:00

12月9日（日） 14:00

抽選

抽選抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

しまじろうやMimi、外国人のキャストたちと一緒
に、生の英語で遊べる客席参加型コンサート。
歌や踊り、クイズなどのお楽しみがいっぱいで、
小さなお子さま
や、英語がは
じめてのお子さ
まも、自然と英
語にふれられ
て、全身で歌っ
て踊って楽しめ
ます。

抽選

125万部突破の大人気エッセ
イが待望の舞台化。原作・
佐藤愛子と演出・石井ふく子、
90代コンビが世の中を斬る！

出演：三田佳子
　　　井上順
　　　石野真子
　　　高田翔（ジャニーズJr.）

【演目】
通し狂言

増
ぞ う

補
ほ

双
ふ た

級
つ

巴
どもえ

─石
いし

川
かわ

五
ご

右
え

衛門
もん

─
中村吉右衛門宙乗りにて、
つづら抜け相勤め申し候
石川五右衛門の数奇な
運命を描く！ケレン味溢
れる奇想天外な物語を
お楽しみください。

【出演】
中村吉右衛門、中村歌六
中村又五郎、尾上菊之助
中村錦之助、
中村雀右衛門、中村東蔵
 ほか

11月4日（日） 17:00
11月22日（木） 17:00

豪華キャストが勢揃いしたエ
ンターテインメント時代劇の最
高傑作を、堤幸彦 演出×上
川隆也 主演で舞台化!!
原作： 山田風太郎 

（角川文庫刊）
脚本：マキノノゾミ
演出：堤幸彦
出演： 上川隆也、溝端淳平、

高岡早紀、村井良大、
松田凌、玉城裕規、
木村達成、猪塚健太、
栗山航、丸山敦史、
山口馬木也、藤本隆宏、
浅野ゆう子、松平健

東京交響楽団
ニューイヤーコンサート2019

抽選

©R.Hotta

新宿文化センター［東新宿駅］
全席指定・2,000円（一般3,120円）
募集枚数：6枚・
※年齢制限：3歳未満は保護者1名につきお子さま1名まで
　ひざ上無料（席が必要な場合は有料）

※アメリカ・カンパニー
　来日公演／英語上演
※3歳未満入場不可

©ND CHOW

©Benesse Corporation／しまじろう

三浦友理枝、後藤正孝、實川 風
中村芙悠子、尾崎未空、中桐 望

©Yuji Hori ©アールアンフィニ
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宇宙ミュージアムTeNQ入館券 ＋
東京ドームシティ アトラクションズ

アトラクション3回券
いろいろな視点から心地よく宇宙を楽しむエンタテインメント
ミュージアム「宇宙ミュージアムTeNQ」。小さなお子様から
大人の方まで、どなたでも楽しめるアトラクションが盛りだく
さんのアトラクションズ。学んで遊べる、お得なセット券！
有効期限　2019年3月31日
引き渡し　11月1日（木）9:00～
料　　金　・一般、学生（高・大・専門学生）・

1,800円（当日相当価格4,890円）・
4歳～中学生、シニア（65歳以上）・
1,300円（当日相当価格4,290円）

営業時間　・TeNQ：土・日・祝・特定日・・
　　　　10:00～21:00・
　　　　（平日11:00～21:00）・
アトラクションズ：10:00～21:00

募集枚数　30枚
注意事項　・※TeNQは4歳未満は入館できません。・

　（ファミリーデーを除く）・
　12/4（火）・5（水）は休館日です。・
※アトラクション利用券は東京ドームシティ・・
　アトラクションズの乗り物にご利用いただけます。・
　各アトラクションには年齢・身長などの利用規定が・
　ございます。・
※アトラクションは天候や点検状況により運休の場合・
　がございます。

サンシャイン水族館
ペンギンが都会の空を飛ぶように泳ぐ姿を見ることができる
世界初の展示方法「天空のペンギン」や各種パフォーマンス等、
見どころ満載!!大人から子供までお楽しみいただける水族館・
です。
有効期限　2019年3月31日
引き渡し　11月1日（木）9:00～
料　　金　・大人（高校生以上）1,400円（一般：2,200円）
営業時間　10:00～18:00
所 在 地　・豊島区東池袋3-1・サンシャインシティ・・

ワールドインポートマートビル・屋上
募集枚数　30枚
注意事項　・※特別営業時はご利用いただけません。・

※営業時間が変更となる場合がございますので事前に・
　公式HPをご確認ください。・
※最終入場は終了1時間前までです。・
※生物保護のため、夜間は「モモイロペリカン」と、・
　「天空のペンギン」水槽での「ケープペンギン」の展示・
　を休止させていただきます。・
※小人券、幼児券の取扱はございません。

コニカミノルタプラネタリウム“満天”
星空に吸い込まれる未知の体験。東京・池袋にある「コニカミ
ノルタプラネタリウム“満天”in・Sunshine・City」でしか体験で
きない“本当の夜の姿”をあなたに。
有効期限　2019年3月31日
引き渡し　11月1日（木）9:00～
料　　金　・一般シート大人（中学生以上）1,100円（一般：1,500円）
上映時間　・11:00の回～20:00の回・

※上映時間は季節により変更する場合があります。・
定 休 日　年中無休（作品入替・機器メンテナンス期間は休館）
所 在 地　・豊島区東池袋3-1-3・サンシャインシティ・・

ワールドインポートマートビル・屋上
募集枚数　30枚
注意事項　・※オンライン予約・購入不可・

※窓口で時間指定のチケット引換えが必要となります。・
　ヒーリングプラネタリウム、雲シート、芝シート、・
　その他一部のプログラムは引換えができません。・
※混雑によりご希望のお時間にご入館いただけない場・
　合がございます。・
※上映途中の入退場は、お断りしております。

SKY CIRCUS サンシャイン60展望台
海抜251mの高さからの眺望や最新のVRコンテンツなど昼も夜
も、雨の日でも楽しめる展望台です。東京を空からおもしろく。「見
るだけの展望台」から「体感する展望台」へ。
有効期限　2019年3月31日
引き渡し　11月1日（木）9:00～
料　　金　・大人：700円（一般：1,200円）
営業時間　10:00～22:00
所 在 地　・東京都豊島区東池袋3-1・・

サンシャインシティ・サンシャイン60ビル・60F
募集枚数　30枚
注意事項　・※12月31日及び特別営業時はご利用いただけません。・

※VRコンテンツは別料金となります。また7才以上の・
　方がご利用頂けますが、各種利用制限がございます。・
※入場時等に手荷物検査を実施する場合があります。・
※最終入場は終了1時間前です。・
※営業時間が変更になる場合があります。・
※小人券、幼児券の取扱はございません。

抽選

抽選

抽選
抽選
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講堂におけるイベント（講演会・シンポジウム・作品解説等） 
（入場無料）
◆ 11月3日（土･祝） 映像による作品解説 

作品解説と座談会 （洋画）
◆ 11月9日（金） 【日展の日】 特別講演会
◆ 11月10日（土） シンポジウムによる討論会映像による 

作品解説（日本画）
◆ 11月17日（土） シンポジウムによる討論会 

講演会・映像による作品解説 （彫刻）
◆ 11月23日（金･祝） シンポジウムによる討論会 

講演会・映像による作品解説 （工芸美術）
◆ 11月24日（土） シンポジウムによる討論会 

講演会・映像による作品解説 （書）　
◆ わくわくワークショップ　11月4日（日）、11月11日（日）、11月18日（日）の日程で小･中学生とその保護者

を対象に日展作家が直接指導します。（要予約）
◆ グループ作品解説　平日に15名前後の団体で観覧の場合は、日展作家が会場を案内します。 
（要予約）

◆ ミニ解説会　平日に個人向けに日展作家が作品を解説します。（当日予約可）
◆ らくらく鑑賞会　11月5日（月）、11月12日（月）、11月19日（月）に一日かけて出品作家とゆっくり作品

を鑑賞します。（有料・要予約・昼食、おみやげ付き）
※イベントに関するお問い合わせは 03-3823-5701 日展事務局 展覧会係まで

改組 新 第5回 日展

世界で最もよく知られる名画の一つ《叫び》を描いた西洋近
代絵画の巨匠、エドヴァルド・ムンク（1863－1944）。画家の故
郷ノルウェーの首都にあるオスロ市立ムンク美術館が誇る世
界最大のコレクションを中心に、約60点の油彩画に版画など
を加えた約100点により構成される大回顧展です。

11月2日（金）～11月25日（日） 
※毎週火曜日は休館
10:00～18:00※入場は17:30まで

先着

エドヴァルド・ムンク《叫び》1910年？
テンペラ・油彩、厚紙 83.5×66cm

国立新美術館［乃木坂駅・六本木駅］一般［20枚］・700円（前売1,000円）

生誕110年 東山魁夷展

本展は生誕110年を記念し、《残照》《道》《緑響く》といった
代表作のほか、ヨーロッパや京都の古都の面影を描いた風
景画など本画約70点と習作により、国民的画家と謳われた
東山魁夷の画業の全貌をたどります。また構想から完成ま
でに10年を要した東山芸術の記念碑的大作「唐招提寺御
影堂障壁画」を再現展示いたします。

10月24日（水）～12月3日（月）【休館日】毎週火曜日
10:00～18:00 ※毎週金・土曜日は20:00まで�

※入場は閉館の30分前まで

国立新美術館・企画展示室2E［乃木坂駅］一般［30枚］・1,000円（前売1,400円）

先着

10月30日（火）～2019年3月3日（日）
【休館日】
毎週月曜日、
12月28日（金）～1月1日（火・祝）、�
1月15日（火）、2月12日（火）　
ただし、12月24日（月・休）、1月14日（月・祝）、�
2月11日（月・祝）、2月25日（月）は開館
9:00～17:00
（金曜日、土曜日、10月31日（水）、
11月1日（木）は20:00まで）
※入場は各閉館時刻の30分前まで
※�今後の諸事情により、開館日、開館時間等につい
て変更する場合がございますので、公式サイト等
でご確認ください。

国立科学博物館［上野駅］ 一般・大学生［20枚］・1,000円（前売1,400円）小・中・高校生［10枚］・300円（前売500円）

先着

インフルエンザ予防接種費用補助
平成30年度インフルエンザ予防接種補助申請の受付を開始します。
補助対象 ・　・平成30年10月1日～平成31年3月29日までの間で会員本人が接種し、費用が3,000円以上の場合・

※接種日及び申請日の両日とも当共済の会員であること。・
※接種費用を自己負担していること。他の助成や会社からの費用負担を受けるなど、自己負担がない場合は対象外。

補助金額 ・　1,000円（年度内1回のみ）
申請期限 ・　平成31年3月29日（金）17:00まで
請求方法 ・　・「インフルエンザ予防接種費用補助金請求書」に必要事項を記入･捺印のうえ、・

接種費用の領収書【原本】を添付し、窓口へ提出してください。・
※請求書はガイドブックP.91をコピーするか、当共済ウェブサイトでダウンロードしてください。・
※10人以上の同時請求の際は、事前にご連絡ください。

請求書兼領収書

氏名：　大田花子　様

総請求額
3,000円

入・外
外来

発行日
2017年11月24日

負担割合
　　●割

領収額
3,000円

本・家

インフルエンザ予防接種代として　
◆◆診療所
大田区南蒲田▲-▲-▲
電話03-3733-●●●●

①会員本人の氏名

③接種金額

⑤医療機関名

②接種日
　または領収日

④予防接種名の記載がない場合は
　「インフルエンザ予防接種代として」の
　明記と医療機関担当者印をもらってください。予防接種

3,000円

原本（コピー不可）

ムンク展─共鳴する魂の叫び
10月27日（土）～2019年1月20日（日）
【休室日】�月曜日（11月26日、12月10日、24日、�

1月14日は開室）、12月25日（火）、1月15日（火）
【年末年始休館】12月31日（月）、1月1日（火・祝）
9:30～17:30
※金曜日、11月1日（木）、11月3日（土・祝）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］ 一般［30枚］・1,000円（前売1,400円）

明治改元から150年、そして2019年に予定される改元。時代が転換するこの機会にあわ
せて日本を大きく変えていった科学・技術の成果が一堂に集まります。日本各地の大学・
研究機関や企業などから、600点を超える貴重な科学・技術の遺産が上野の国立科学
博物館に大集合！

作品はすべてオスロ市立ムンク美術館所蔵 All Photographs © Munchmuseet

《道》 1950年 東京国立近代美術館

《緑響く》 1982年 長野県信濃美術館 東山魁夷館 《唐招提寺御影堂障壁画 濤声》（部分） 1975年 唐招提寺

先着

エドヴァルド・ムンク《太陽》 1910-13年
油彩、カンヴァス 162×205cm

エドヴァルド・ムンク
《生命のダンス》
1925年 
油彩、カンヴァス 
143×208cm
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事務局からのお知らせ
第4期会費引落しは10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。前納が基本です。・
引落しができない状態が続くと予告なしに強制退会となります。

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。

郵送サービス ・

ご来館が難しい場合は、チケット類と振込用紙を自宅または事業所にお送りします。・
〇合計金額が5,000円未満：普通郵便で翌営業日に投函・
〇合計金額が5,000円以上：簡易書留郵便（送料400円は会員ご負担）で翌水曜日に投函

今年度の給付金請求はお済みですか？ ・

特にお子様が平成30年度に小・中学校へ入学された方は、3月29日（金）までにお手続きをお願いします。

チケットの転売等について ・

購入されたチケットについては、譲渡・転売を禁止しております。譲渡・転売の事実が明らかになった場合は、当
共済会員除名の対象となりますのでご注意ください。

会員証について ・

窓口でチケットをご購入の際は必ず会員証の呈示をお願いします。

20
21

公益財団法人 大田区産業振興協会
TEL:03-3733-6401   FAX:03-3733-6459

大田区公式PRキャラクター
「はねぴょん」　©大田区
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