
2018年11月1日現在　事業所数：1,597　会員数：4,611人

ふれあい 12
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300号

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 写真はすべてイメージです。

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▶

■クラブツーリズムバスツアー補助券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2、3
■OTA ！いちおしグルメ 割引券 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4、5
■チケットインフォメーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6、7
■事務局からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8
■リフト優待券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8

今月号の案内・オススメ



申込期間  　12月3日（月）9:00～ （補助券の引き渡しは12月3日（月）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

※
写
真
は
す
べ
て
イ
メ
ー
ジ
で
す

※2月の土・日曜日は各地を30分早く出発します

無印7,990円、○印8,990円、□印9,990円、（ ）印10,590円、●印10,990円
KE350-692 新　宿（7：30発）S11・y・o・p・s・f・k日D2・5・8日
KE352-692 東　京（7：30発） St・a・d・hD6日
KE353-692 渋　谷（7：30発） Si日D1日

KE356-692 大井町（7：30発） Sr日
KE360-692 蒲　田（7：30発） Sj日D7日
KE364-692 三軒茶屋（7：30発） 梅ヶ丘（7：50発） Sg日
KE366-692 新　宿（7：30発） 女性限定 Su日

コース番号

7,990円～

10,990円
8１名 328名 =同行
fなし 
西東京観光バス同等 

●印の出発日は
トイレ付きバスで運行
イチゴジャム
（50g）付き

旅行代金（おひとり）

日帰り 各地発＝伊東（昼食）＝河津（桜観賞）＝伊豆の国市（イチゴ狩り園内食べ放題・30分）＝沼津（買い物）＝各地着（18：50予定） tyu

桜と菜の花の競演！

早咲きの河津桜まつり
日帰り

ローストビーフなど約30種の和洋中ホテルランチバイキング！ 日帰り

成田山新勝寺・香取神宮・鹿島神宮
8１名 328名
=同行 fなし

中央観光同等

コース番号

6,990円～

9,990円

JT500
-692

練　馬（7：00発） 
新　宿（7：40発）

A1・3・7・w・i・p・f・k・z日
S1・9日

JT502
-692

一之江（6：40発） 錦糸町（7：10発） 
東　京（7：40発） A2・u・o日S0日

JT503
-692

八幡山（6：55発） 三軒茶屋（7：25発） 
渋　谷（7：40発） A5・l日S3日

JT505
-692 蒲　田（7：10発） 大井町（7：40発） A1・y・g・j日

日
帰
り

各地発＝成田山新勝寺（関東三大不動尊のひとつを初詣）＝成田ビューホテル（ローストビーフなど和洋中ランチバイキング・60分）＝香取神宮（日本全国
に約400社ある香取神宮の総本社で初詣）＝鹿島神宮（日本全国に約600社ある鹿島神宮の総本社へ初詣）＝愛友酒造（酒蔵見学）＝各地着（17：30～18：
30予定） tyt 

無印6,990円、○印7,990円、
□印8,490円、●・（ ）印8,990円、■印9,990円

※バイキングは日によって内容が変わる場合があります

●印の出発日は
トイレ付きバスで運行

旅行代金（おひとり）

昼
食（
イ
メ
ー
ジ
）

y金目鯛煮付け丸ごと１匹膳 z沼津の握り寿司弁当 ツツジアイスのおやつ付き

うれしい2食付き
＆イチゴ狩り
園内食べ放題

（見ごろは例年２月上旬～３月上旬）

河津桜

金目鯛まるごと１尾付き

イチゴ狩り（イメージ）

旬のイチゴ狩り
食べ放題（30分）

2019年の開運招福・
商売繁盛・

家内安全を願う！

成田ビュー
ホテルで
和洋中
バイキング
（60分）

成田山新勝寺

鹿島神宮 香取神宮

昼
食（
イ
メ
ー
ジ
）

新春三寺社
初詣！
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◆旅行サービスの内容・発着時間等は2018年11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82747

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。

8１名
328名
=同行
fなし

西東京
観光バ
ス同等

日
帰
り

各地発＝（どこへ行くかは当日のお楽しみ♪2019福
袋ミステリー）＝各地着（17：00～18：20予定） oyu

7,990円～9,990円

JM880
-692

練　馬（7：00発） 
中　野（7：30発） 
新　宿（8：00発）

A1・6・q・24日
S6・y日

JM882
-692

一之江（7：00発） 
錦糸町（7：30発） 
東　京（8：00発）

A3・25日
S3日

JM883
-692

蒲　田（7：00発） 
大井町（7：30発） 
渋　谷（8：00発）

A5日
S7日

コース番号 無印7,990円、○印8,990円、□印9,990円

旅行代金
（おひとり）

2019福袋ミステリー
日帰り

無印7,990円、○印8,990円
7,990円～8,990円

コース番号

8１名 328名 =同行 fなし 中央観光同等

日帰り 週末限定！秩父の冬の絶景へ！
秩父氷柱めぐり三景 三十槌の氷柱・尾ノ内百景
期間限定！幻想的なあしがくぼの氷柱ライトアップ

日
帰
り

各地発＝花園フォレスト（買い物）＝尾ノ内百
景（個人では行きにくい氷柱と吊橋の神秘的
な絶景）＝三十槌の氷柱（秩父の冬の名勝。氷
の芸術）＝あしがくぼの氷柱（幻想的な世界！
期間限定のライトアップ観賞）＝各地着（21：
10～22：50予定） tut

JX830
-692

新　宿（9：10発） 中　野（9：40発）
練　馬（10：10発）

A6・j日　
S3日

JX832
-692

一之江（9：10発） 錦糸町（9：40発）
東　京（10：10発）

Ap日
Sy日

JX833
-692

蒲　田（8：40発） 大井町（9：10発）
渋　谷（9：40発）

Ah日
S8・u日

※氷柱は気象状況によりご覧いただけない場合があります※花の見ごろは例年2月上旬～3月下旬

※1月3日は各地を20分早く出発します

旅行代金
（おひとり）

8１名
328名 
=同行
fなし

中央観
光同等

8１名 328名 
=同行 fなし

中央観光同等

日
帰
り

各地発＝君津（買い物）＝金谷（昼食）＝千倉（花畑観賞）＝富浦（2種イチゴ狩
り食べ放題・30分）＝君津（酒蔵見学）＝各地着（18：10～19：30予定） tyo

7,990円～

10,990円

9,990円～

11,990円

JT550-692 練　馬（8：00発） 中　野（8：30発）新　宿（9：00発）S12・f日D7・t・a日
JT552-692 一之江（8：00発） 錦糸町（8：30発）東　京（9：00発）Si日D6・y・s日
JT553-692 渋　谷（8：20発） 大井町（8：50発）蒲　田（9：20発）Ss日D4・e・i日

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

日帰り 2食付き！ウニ・イクラ板付き花籠御膳と真フグ入り海鮮鍋＆牡蠣飯＆いちごメロンパン
2種イチゴ狩り食べ放題＆海鮮セットお持ち帰り
春爛漫！ぽかぽか房総・潮風香る千倉のお花畑

日帰り 新年度の無事と健康を祈願！関東屈指の名刹へ初詣
3食付き！天ぷらの昼食＆成田でうな重の夕食＆ちらし寿司
成田山新勝寺＆浅草寺でダブル開運祈願

●印の出発日は
トイレ付きバスで運行

旅行代金（おひとり）

旅行代金（おひとり） 旅行代金（おひとり）

コース番号

日
帰
り

各地発＝浅草寺（参拝）…浅草（天ぷら定食の昼食）＝佐原（散策／酒蔵見学）＝成
田山新勝寺（参拝）…成田（うな重の夕食）＝各地着（19：00～19：50予定） oyz

JH200-692 練　馬（8：00発） 中　野（8：30発） 新　宿（9：00発）A2・7・e日
JH202-692 一之江（8：10発） 錦糸町（8：40発） 東　京（9：10発）A3・5日
JH203-692 蒲　田（8：00発） 大井町（8：30発） 渋　谷（9：00発）A6日

※1月2・3日および土・日曜日は各地を30分早く出発します　※16：30頃の早めの夕食となります

無印9,990円、○印10,990円、□印11,990円

※1月1日は新宿7：00発のみとなります。また、1月3・4日は各地を30分早く出発します

日帰り 2019年・平成最後の開運祈願＆富士見ドライブ！
三嶋大社初詣と初富士を望む駿河湾クルーズ
イチゴ狩りと約40種！海鮮浜焼き＆握り寿司食べ放題

KE000
-692

池　袋（6：50発） 
新　宿（7：30発） A1・4・15日

KE002
-692

蒲　田（7：00発） 
大井町（7：30発） A3日

コース番号

9,990円～

10,990円

8１名
328名
=同行
fなし

西東京
観光バ
ス同等

無印9,990円、
○印10,990円

日
帰
り

各地発＝味工房（買い物）＝千鳥海館（昼食・50分
／R駿河湾クルーズ）＝伊豆の国（イチゴ狩り食
べ放題・30分）＝山本食品（買い物）＝三嶋大社

（初詣）＝各地着（18：00～18：30予定） tyt

豪華！選べる
海鮮福袋

＆３食付き！

アンパンの朝軽食！松阪牛と米沢牛のすき焼きの昼食！助六寿司の夕食弁当！

3食付き・満腹グルメ
●○○○ＳＡ人気の
　あんぱんの朝軽食
●松阪牛と
　米沢牛のすき焼き膳の昼食
●助六夕食弁当

選べるお持ち帰り福袋
A：冬にぴったり！海鮮セット（１人前）の
　お持ち帰り（紅ズワイガニ１杯・
　渡りガ二1杯・ホタテ１個、エビ１匹）

B：めでたい！金目鯛・のどぐろ含む
　干物セット（金目鯛2枚・のどぐろ1枚・
　サンマ1枚・アジ1枚・ホッケ1枚）

●イチゴゼリー1個
●イチゴのお酒
●ちょっぴりおやつ
　1個

新春 紅 白の
お楽しみ
紅：イチゴ2粒
白：米すくい

昼
食（
イ
メ
ー
ジ
）

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ

あしがくぼの氷柱

三十槌の氷柱

うれしい2食付き 【昼食】ウニ・イクラ板付き
花籠御膳と真フグ入り海鮮鍋＆牡蠣飯
【夕軽食】いちごメロンパン
ぽかぽか房総！
●イチゴ狩り食べ放題30分
●潮風香る千倉の花畑観賞
●道の駅でお買い物も
●酒蔵見学

（イメージ）

うな重の夕食 成田山新勝寺 三嶋大社

駿河湾クルーズ（富士山は天候によっ
てご覧いただけない場合があります）

海鮮浜焼きの昼食（イメージ・日に
よって内容が変わる場合があります）

千倉の花畑

紅ズワイガニ（1杯） ホタテ（1個）

TB-F-1028-Ura.indd   2 2018/10/29   11:39:28
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冬のお食事券
平成30年度｢OTA! いちおしグルメ｣で表彰された区内8店舗で
使える500円割引利用券を1会員4枚、申込み先着順で差し上げます。
5ページのお申込方法・ご利用方法をよくお読みになり、お早めにお申込みください。

Selection
2018

くわしくは、 おおたいちおしグルメ

日
に

本
ほ ん

料
りょう

理
り

　
滋味深い日本料理と生牡蠣を堪能
住　　所 大田区蒲田3-17-16
電　　話 03-6715-9727
利用時間  18:00～23:00 

（L.O.22:00）

定　　休 日曜・月曜
最 寄 駅  京急「京急蒲田」駅 

徒歩6分

ピッツェリア ダ グランツァ 洗
せ ん ぞ く い け て ん

足池店
日本一を誇るピッツァ職人２人が活躍
住　　所 大田区上池台2-37-6 鈴木ビル 1F・B1F
電　　話 03-6421-9696
利用時間  11:30～15:00（L） 

（L.O.14:30） 
18:00～22:30（D） 

（L.O.21:30）平日 
17:30～22:00（D） 

（L.O.21:00）土日祝日
定　　休 無休
最 寄 駅 東急「洗足池」駅徒歩3分

天
て ん

　仲
な か

ごま油100％の香ばしい江戸前天ぷら
住　　所 大田区大森本町1-8-15
電　　話 03-3761-0837
利用時間  17:00～21:00（D） 

（L.O.20:30）

定　　休 毎週木曜・第3水曜
最 寄 駅 京急「平和島」駅徒歩5分

呑
ど ん

　蒲
か ま

気軽にジンギスカンが食べられる店
住　　所 大田区蒲田4-7-6 1F
電　　話 03-3733-1211
利用時間  17:00～24:00 

（L.O.23:30）
定　　休  日曜・ 

第1/第3/第5月曜
最 寄 駅  京急「京急蒲田」駅 

徒歩2分

ランチ可
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冬のお食事券　申込方法・利用方法
申込期間  　 12月3日（月）9：00～（割引券引き渡しは12月3日（月）～）

提供枚数  　 1会員1セット（500円×4 枚） 先着300名

申込方法  　 ☎03-3733-6107または窓口（FAX・メール不可） 
①会員番号②お名前③電話番号をお伝えください（ お店を指定する必要はありません）

利用期間  　 平成31年1月1日（月）～2月28日（水） 
※新年の営業開始日は店舗によって異なりますので確認の上ご利用ください。

利用方法  　 ①来店時に割引券利用の旨を伝える 
②お会計時に会員番号、氏名を記入した割引利用券を添えてお支払い 
※合計金額1人あたり500円～1,000円未満の場合は、500円券を1 人1 枚まで、 
　1,000円以上の場合は500円券を1 人2 枚まで利用できます。

注意事項  　 ・割引券を使える時間は店舗によって異なりますのでご注意ください。（一部ランチ利用可） 
・他の割引券･優待券との併用、現金とのお引換え不可。お釣りはでません。 
・お申込時、窓口では会員証をご持参いただき、電話では会員番号をお伝えください。

先着

たこふじ
カウンターで味わう本場のたこ焼き
住　　所  大田区北千束1-50-17 相川ビル1F
利用時間  12:00～22:00
定　　休 木曜
最 寄 駅  東急「大岡山」駅 

徒歩3分

武
た け だ り ゅ う こ し き

田流古式カレー 支
し

那
な

そば インディアン
ここでしか口にできない秘伝の味
住　　所 大田区西蒲田6-26-3 SSビル 1F
電　　話 03-3738-1902
利用時間  11:00～18:00 

（スープ売切れ次第終了）

定　　休 木曜
最 寄 駅  東急「蓮沼」駅徒歩1分

F
フ ク タ ロ ウ

UKUTARO C
カ フ ェ

afe&
アンド

S
ス ト ア

tore
日替わりで明太子が味わえるカフェ
住　　所 大田区本羽田2-6-21　※店舗での利用も可
電　　話 03-5735-4441
利用時間  店舗 10:00～18:00 

食事・カフェ 
　　  11:00～17:00 

（L.O.16:00）
定　　休 火曜
最 寄 駅 京急「糀谷」駅徒歩8分

旬
し ゅ ん さ い い ざ か や

彩居酒屋　大
た い

河
が

その日のメニューが楽しみな居酒屋
住　　所 大田区多摩川1-35-6
電　　話 03-6715-2528
利用時間  17:00～23:30
定　　休 日曜・祝日
最 寄 駅  東急「矢口渡」駅 

徒歩3分
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申込期間 　 12月3日（月）9:00～12月14日（金）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 　 12月18日（火）午前中に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　 ◆P6～7のチケットが対象です。 

◆申込後の変更や取消は一切できません。

Ticket
チケット

インフォメーション

【予定プログラム】
「雨に唄えば」 「サウンド・オブ・ミュージック」 「王様と私」
 「ウエスト・サイド・ストーリー」and more ……
※予定プログラムは予告なく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。

世界を魅了する中国の国宝級ダンサー、ヤン･リーピン。
ロンドンで初演され大喝采を浴びた話題作が、遂に2019
年2月日本上陸！ヤン･リーピンが芸術監督に徹し、洗練
の極致まで練り上げた本作にどうぞご期待ください。

歌と恋に生きた彼女の激
動の人生を、数多くの名
曲とともに綴った、大竹し
のぶ主演の舞台「ピアフ」
は、2011年秋に初演。こ
の度、4度目の舞台再演
とCD音源化に合わせて、
ついに、長年待望され
ていた、大竹しのぶピア
フコンサート「SHINOBU 
avec PIAF」が、開催さ
れることになりました。

東急シアターオーブ［渋谷駅］
S席 6,500円（一般10,000円）
募集枚数：10枚 ※未就学児童入場不可

明治座［人形町駅］
S席 7,500円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児童入場不可

Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
S席 9,000円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児童入場不可

Bunkamuraオーチャードホール［渋谷駅］
全席指定 7,500円（一般9,800円）
募集枚数：10枚 ※未就学児童入場不可

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：10枚 ※未就学児童入場不可

PGF生命presents
『ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2019』

50周年記念
前川清特別公演

大竹しのぶ  
ピアフ コンサート

「SHINOBU avec PIAF」

アプリコ・アフタヌーン・サロン2018 
Vol.8 ハッピーニューイヤー
麗しく輝かしい歌声とともに

1月5日（土） 13:00
2月23日（土） 12:30 
2月24日（日） 12:30

1月26日（土） 
16:00
1月27日（日） 
11:00

2月10日（日） 
12:00
2月17日（日） 
12:00 1月10日(木) 14:00

抽選

抽選

抽選

新 年に向け
て、第一線で
活 躍 する若
き声楽家4人
による、フレッ
シュで華やか
な歌声の響き
をお贈りします。
鷲尾麻衣（ソプラノ）
小野美咲（メゾソプラノ）
村上公太（テノール）
坂下忠弘（バリトン）
河野紘子（ピアノ）

抽選

軽快なタッチで描く新作
コメディと数々のヒット曲
で魅せる歌謡ショー。
豪華ゲストを迎え、歌手
生活50周年の集大成と
して贈る前川清渾身の
ステージ！！

ヤン・リーピンの覇王別姫
〜十

じ ゅ う め ん

面埋
ま い

伏
ふ く

〜 抽選

1月25日（金） 17:00

明治座［人形町駅］
S席 7,500円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚 ※未就学児童入場不可

夫婦漫才
人生は、山ありオチ
あり、笑いあり!?激
動の時代を生き抜く
ために夫婦が始め
たのは“漫才”だっ
た。大地真央・中
村梅雀がおくる「夫
婦漫才」、再演決定！
出 演：大 地 真 央、
中村梅雀、川崎真
夜、村上ショージ、
竹内都子　他

抽選

前回公演より　©下坂敦俊

劇団四季ミュージカル『パリのアメリカ人』

※写真はロンドン公演より

KAAT神奈川芸術劇場［日本大通り駅］
S席 9,500円（一般11,880円）
募集枚数：4枚（29日） 8枚（30日）
※公演当日3歳以上有料（膝上観劇不可）。2歳以下の入場不可。

3月29日（金） 13:30　3月30日（土） 17:30
一人の女性に恋をした、三人の男たち。 夢を追いかける若者の、ひたむきな人生の輝き。第二次世界大
戦直後のパリ。アメリカの退役軍人ジェリーは、友人である作曲家のアダム、フランス人資産家の息子でショー
マンに憧れているアンリとともに、暗い時代に別れを告げ、パリで画家としての新たな人生を歩もうと夢見てい
た。ある日、戦後の混乱が収まりきらない街中で、ジェリーは一人の女性、リズに出会い、一目で恋に落ちる。

※ヤン・リーピンは
　出演しません

抽選
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東京ドームのイベント

東京ドームの冬の恒例イベント「ふるさ
と祭り東京」。全国各地の文化と伝
統、人情あふれだす“祭”の数 を々体
感していただけます。また、全国の“美
味しい”が集まる「にぎわい市」では北
は北海道、南は沖縄まで日本各地の
ご当地ならではの“味”を楽しめます。
さらに、今回で10回目を迎える「全国
ご当地どんぶり選手権」では、予選会
を勝ち抜いてきた選りすぐりのどんぶり
が東京ドームで「No１ご当地どんぶり」
の座を競います！

東京ドーム［水道橋駅］
前売入場券［大人（中学生以上）］ 900円（一般1,500円） 
どんぶり券（2枚）付前売入場券［大人（中学生以上）］ 1,800円（一般2,500円）
募集枚数：各30枚 ※小学生以下のお子様は、大人1名の付き添いにつき4名まで無料。

ふるさと祭り東京2019
－日本のまつり・故郷の味－

1月11日（金）〜20 日（日）【販売期間：〜1月10日（木）】
10:00 〜21:00
※最終日のみ18:00閉場
※入場は閉場の30分前まで

今では単なるブームではなく、生活文化とし
て暮らしの中に深く根付いているキルト。
本フェスティバルは、キルトを愛する人々が集
い、その魅力を伝える、世界でも最大規模
のキルトの祭典です。今回も、キルト作家の
育成を目指すとともに、キルトの優れた技法
や可能性を多くの人々に伝えていきます。特
別企画、人気キルターによるワークショップや
イベント、日本キルト大賞など様々な見所が
満載です。

東京ドーム［水道橋駅］
前売券 1,100円（一般1,900円） 
募集枚数：20枚 ※小学生以下は無料（但し大人の付添いが必要）

第18回東京国際キルトフェスティバル
－布と針と糸の祭典－

1月24日（木）〜1月30日（水）【販売期間：〜1月23日（水）まで】
9:30〜18:00
※初日は11：00開場、最終日は17：30閉場
※入場は閉場の30分前まで

27回目を迎える本フェスティバルは、前回
約28万人のお客様にお越しいただきまし
た。国内外の様々なブランド・産地の展
示コーナーをはじめ、ステージでの著名
人によるトークイベントもお楽しみいただけ
ます。また、250を超える窯元・作家の
販売コーナーでのお買い物や国内最大
級のコンテストなど、日々の食卓を彩るヒ
ントが満載で、感性豊かな潤いのある生
活の楽しみ方を提案します。

東京ドーム［水道橋駅］　前売券 大人 1,000円（一般1,800円）
募集枚数：20枚 ※小学生以下は無料（但し大人の付添いが必要）

テーブルウェア・フェスティバル2019
〜暮らしを彩る器展〜

2月3日（日）〜2月11日（月・祝）【販売期間：〜2月1日（金）まで】
10:00〜19:00
※初日は11：00開場、最終日は18：00閉場
入場は閉場の1時間前まで

29回目を迎える今回は、イベント名称を
変更し、蘭だけでなくバラやチューリップ
などの花々や、多肉植物などの緑を取
り入れた「花と緑の祭典」へと大幅にリ
ニューアルをして開催いたします。花いっ
ぱいのフォトジェニックな空間演出やフラ
ワーデモンストレーションなどのステージイ
ベント、約200のボタニカルマーケットなど、
花のある暮らしのヒントが会場内に広がり
ます。

東京ドーム［水道橋駅］
前売券 大人 1,100円（前売1,900円）
募集枚数：20枚 ※中学生以下は無料。ただし 中学生は学生証提示、小学生以下は要保護者同伴

世界らん展2019
－花と緑の祭典－

2月15日（金）〜22日（金）
【販売期間：〜2月14日（木）まで】
10:00〜21:00
※初日は12:00開場、2/17・18・22は
　17:30閉場
※入場は閉場の30分前まで

ルミネ the よしもと　指定席予約引換券
JR新宿駅南口すぐの「LUMINE 2」7階にある吉本の常設劇場。
東京のよしもとの全劇場の中で最大のキャパシティを誇るルミネtheよしもとには、漫才やコントなどのネタに
加え、豪華なタレントたちによるスペシャルコメディなどが毎日公演中!!他では観ることができない芸人同士が
タッグを組んだスペシャルコントは週末に上演中!!盛りだくさんの公演をお楽しみください!
提 供 枚 数  　1会員4枚まで
利 用 期 間  　 12月1日（土）～3月31日（日） 

※貸切公演、特別公演は利用できません
券種 会員料金 前売料金 販売枚数
平日 1,400円 2,000円 50枚

土日祝日 3,000円 4,200円 50枚
※5歳以上有料。4歳以下保護者膝上に限り無料。
※平日 ルミネtheよしもと  夜公演（90分）は対象外です。

利 用 方 法  　 ①大田区勤労者共済で指定席予約引換券を購入してください。 
②希望観劇日の3週間前から前日までの間に、下記予約先に 
　希望公演・人数等を予約してください。予約完了後、予約番 
　号が伝えられますので指定席予約引換券に記入してください。 
③公演開演時刻30分前までに、施設のチケットカウンターに 
　指定席予約引換券をお持ちになり、指定座席券に引き換え 
　てご入場ください。

予 約 先  　 チケットよしもと引換ダイヤル 
☎0570（029）987（受付時間：12:00～18:00）

公 演 時 間
券種 開演時間

平日の部（約70分） 12:00 
※不定期 14:00 16:00

土日祝日の部 
（約110分） 11:00 13:30 16:00

※出演者情報など、詳細はホームページをご覧ください。
　http://www.yoshimoto.co.jp/lumine/
そ の 他
 ※予約がない場合は観劇できません。 
※チケットの引換時間を過ぎると、予約は自動的に 
　キャンセルとなります。
※1回で5名まで予約できます。
※予約の変更は公演日の前日まで可能です。
※平日券を土日祝日に、また、土日祝日券を平日に
　使用することはできません。
※他のサービスとの併用はできません。

先着

先着

7



2019スキー＆スノーボード オ～ッ！ 
特ダネ！リフト優待券
栃木・福島・群馬・上越・白馬・信越・東信で使える 
お食事券付きなどのお得なリフト優待券シートです。

提供枚数 　 1会員各2シートまで 
※1シートに2枚の優待券付き、 
　優待券1枚あたり10名まで割引可

提供価格 　無料
申込方法 　 窓口のみ
利用方法 　 優待券を切り取り、必要事項を記入のうえ、 

直接現地へ持参してください。

事務局からのお知らせ

天然温泉平和島休館のお知らせ  

リニューアル工事の為、下記の期間ご利用ができませんのでご注意ください。 
〇休館日　2019年1月上旬から4月上旬まで（予定）

年末年始の窓口業務について  

年末は12月28日（金）17:00まで、年始は1月4日（金）9:00から 
※年末最終日は窓口が大変混み合います。映画券等冬休みの準備はお早めに！

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。


