ゆとり＆Live

〜ゆとりある、イキイキしたくらしの実現〜

令和元年12月号

No.138

お得な情報満載！

千葉県
館山市

JA安房館野支店内
館山いちご狩りセンター いちご狩り利用券

500円

■斡 旋 枚 数/ 200枚
■申 込 期 間/ 12月13日(金)〜1月23日(木)
電話申込日から5営業日以内
■支払・引換期間/
※チケットご利用の際は、必ず施設に入園の予約をしてください。

※２歳以下は無料です。
※チケットご利用の際は、必ず施設に入園の問合せをしてください。
※予約後７日以内にご購入ください。
※２歳以下は無料です。

埼玉県
越谷市

■斡 旋 枚 数/ 500枚
■申 込 期 間/ 12月13日(金)〜1月23日(木)
■支払・引換期間/ 電話申込日から5営業日以内
※チケットご利用の際は、必ず施設に入園の予約をしてください。
※予約状況により他方の施設へのご案内となることがあります
ので予めご了承ください。※２歳以下は無料です。

30放題

食べ

図
詳細地
！
げます

差し上

館山いちご狩りセンター
館山市山本２５７-３
■アクセス/ 車 ： 館山道富浦ＩＣより１０分

電車：ＪＲ内房線館山駅よりタクシー５分

（無料）
■駐 車 場/ あり
■定 休 日/ 不定休

30放題
分

食べ

大好評のいちご工房木村屋＆いちご工房ひらかた！どちらをご利用いただいてもＯＫ！
図
ご希望の施設にお出かけください！
詳細地

900円

まで可

分

いちご工房木村屋＆いちご工房ひらかた
共通いちご狩り券
■期
間/ 1月3日(金)〜4月5日(日)
■入 園 時 間/ 10：00〜15：00（但し、いちごがなくなり次第終了）
■料
金/ 一般料金 大人（小学生以上）1,800円
小人（3歳以上） 1,000円
→センター補助後のあっせん料金

5枚

キャンセル
不可

南房総は、海の幸の宝庫、そして春は満開のお花畑！
大好評の館山いちご狩りセンターとともに春を満喫してください！
■期
間/ 1月14日(火)〜4月12日(日)
■入 園 時 間/ 9：00〜15：00頃（但し、いちごがなくなり次第終了）
■料
金/ 一般料金 大人（6歳以上） 1,650円
小人（3歳〜5歳）1,430円
→センター補助後のあっせん料金

5枚

まで可

いちご工房木村屋

5枚

まで可

！

げます

差し上

越谷市恩間320
■アクセス/ 車 ： 国道４号線下間久里交差点より５分

電車：東武日光線・東武スカイツリーライン大袋駅より徒歩10分

■駐 車 場/ １０台（無料）
■定 休 日/ 月曜日・金曜日

いちご工房ひらかた

図
詳細地
！
げます

差し上

越谷市平方１６８５
■アクセス/ 車 ： 国道４号線平方交差点より３分

電車：東武日光線・東武スカイツリーライン武里駅より徒歩１５分

■駐 車 場/ 10台（無料）
■定 休 日/ 月曜日・金曜日

※イチゴは、自然の産物です。天候や混雑状況により生育が間に合わないことがありますので、チケットご利用に際しては、事前に必ずご予約をお願いします。
※チケット有効期限以降でも今シーズン営業中であれば当チケットをご利用いただくことは可能ですが、入園料の差額の返金等は一切いたしません。

発行

公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター 〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18（埼玉県産業技術総合センター7階）
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第一ホテル東京

世 界 バ イ キ ン グ「 エ ト ワ ー ル 」

キャンセル
不可

ランチバイキング券

オードブルからメインまで、和洋中のお料理とデザート40種類、お好きなだけ
お召し上がりいただける第一ホテル東京のブッフェレストラン。
明るくゆったりとした店内で、楽しいひとときをお過ごしください！
■有効期間/ 令和元年12月26日（木）〜令和2年5月31日（日）まで
【除外日】12/31（火）〜1/5（日）、5/2（土）〜5/6（水・休）

■料
金/ 1セット6,000円(1セット4枚入り)
■斡 旋 数/ 300セット

応募方法

※応募多数の場合は抽選となります。
※1会員１セットのみご応募いただけます。

1セット
まで可

＜参考＞通常一般料金（4名で）

平 日
土日祝

14，240円
16，280円

■応募期限/ 12月12日(木）必着
■支払・引換期間/ 12月25日(水）〜 1月22日(水)

往復ハガキで
応募してください
場所：東京都港区新橋1-2-6
第一ホテル東京 地下1階（JR新橋駅より徒歩２分）

税金・サービス料が含まれております。
「第一ホテル東京ランチ券 応募用紙」をご参照のうえ、 ※上記料金には、
※土日祝日ご利用の際は、チケット１枚につき追加料金700円をご利用当日レストランにお支払いください。
往復ハガキにてご応募ください。
※ご利用の際は、
前日までにお電話にて必ずご予約をお願いいたします。
①今回の封筒に（１事業所１枚）同封いたしました応募用紙をコピーしていただくか、
(営業時間等急遽変更となる場合があります。）
②サービスセンターのインターネットホームページからプリントしてご利用ください。
＜ランチご利用時間＞ ※120分制
なお、応募に関する詳細事項は、応募用紙を参照ください。
11：30 〜 15：00（14：30 ラストオーダー）
（参考）小学生は、1，700円、４歳以上幼児は、1，100円となります。(土日祝日も同様）
※ご当選されたチケットはキャンセルできません。上記支払・引換期間内に必ずご購入ください。

SMTシネマチケット

キャンセル
不可

全国MOVIX＆松竹系映画館 共通映画券

1セット
まで可

ＭＯＶＩＸ川口（アリオ川口内）ほか、全国のＭＯＶＩＸ・新宿ピカデリー・丸の内ピカデリー・神戸国際松竹・東劇で上映している作品からお好きなものをご鑑賞いただけます。

■有効期限/ 令和２年５月３１日(日）まで
（5枚1セット）
■料
金/ 1セット3,500円
■斡 旋 数/ ７００セット

■支払・引換期間/ 1月10日（金）〜1月31日（金）
■利用方法/ １枚で、お一人様１作品の映画をご覧いただけます。

※応募多数の場合は抽選となります。
※1会員１セットのみご応募いただけます。

■応募期限/ 12月19日（木）必着 ※「当落通知の発送」は、1月8日以降となります。

イオンシネマ映画館ではご利用できません！

入場券売場にてお好きな映画の入場券とお引換えの上、
ご入場ください。
インターネットのオンライン予約システムでの事前申込
みはご利用いただけません。
３Ｄ作品等ご鑑賞の場合は、差額をお支払いください。

「SMTシネマチケット 応募用紙」
をご参照のうえ、
往復ハガキにてご応募ください。
①今回の封筒に
（１事業所１枚）
同封いたしました応募用紙をコピーしていただくか、

応募方法 ②サービスセンターのインターネットホームページからプリントしてご利用ください。
なお、
応募に関する詳細事項は、
応募用紙を参照ください。

往復ハガキで
応募してください

※ご当選されたチケットはキャンセルできません。上記支払・引換期間内に必ずご購入ください。

ふるさと祭り東京 2020
−日本のまつり・故郷の味−

5枚

まで可

■開催期間/ 1月10日（金）〜1月19日（日）
■開催時間/ 10時00分〜21時00分
■会
■料

※最終日は18時00分閉場。
※入場は閉場時間の30分前まで。

場/ 東京ドーム
金/ 前売券 1,600円→600円

※小学生以下のお子様は無料。
（ただし、大人１名の付き添いにつき４名まで。）
※当日券は1,800円です。

■斡旋枚数/ 250枚
〜12月19日（木）
■申込期間/ 12月10日（火）
■支払・引換期間/ 電話申込日から5営業日以内

第１9回 東京国際キルトフェスティバル 5枚
まで可
―布と針と糸の祭典―

■開催期間/ 1月23日（木）〜1月29日（水）
■開催時間/ 9時30分〜18時00分

■会
■料

■会
■料

場/ 東京ドーム
金/ 前売券 1,900円→700円

※小学生以下のお子様は無料。
（イメージ）
（ただし、大人の付き添いが必要。）
※当日券は2,200円です。

■斡旋枚数/ 100枚
■申込期間/ 12月20日（金）〜1月15日（水）
■支払・引換期間/ 電話申込日から5営業日以内

サービスセンター
2

TEL 048-485-8611

※小学生以下のお子様は無料。
（ただし、大人の付き添いが必要。）
※当日券は2,200円です。

世界らん展2020

〜暮らしを彩る器展〜

※初日は11時00分開場、
最終日は18時00分閉場。
※入場は閉場時間の1時間前まで。

場/ 東京ドーム
金/ 前売券 2,000円→800円

■斡旋枚数/ 100枚
（ポスターキルト制作
〜1月15日（水）
■申込期間/ 12月20日（金）
■支払・引換期間/ 電話申込日から5営業日以内

テーブルウェア・フェスティバル ２０20 5枚
まで可
■開催期間/ 2月2日（日）〜2月10日（月）
■開催時間/ 10時00分〜19時00分

※初日は11時00分開場、
最終日は17時30分閉場。
※入場は閉場時間の30分前まで。

−花と緑の祭典−

■開催期間/ 2月14日（金）〜2月21日（金）
■開催時間/ 10時00分〜21時00分

■会
■料

※初日は12時00分開場、
2/16、17、21は17時30分閉場。
※入場は閉場時間の30分前まで。

場/ 東京ドーム
金/ 前売券 2,000円→800円

※中学生（要学生証提示）および
保護者同伴の小学生以下無料。
※当日券は2,300円です。

■斡旋枚数/ 200枚
■申込期間/ 12月20日（金）〜1月15日（水）
■支払・引換期間/ 電話申込日から5営業日以内

FAX 048-485-8615( 変更となりました）

上田葉子）

5枚

まで可

事前の申込みがない場合、ゆとりぶカード及び申込番号をお忘れの場合は、チケットの購入ができません。
5枚

石打丸山スキー場 リフト券引換券（石打丸山場内1日券）

まで可

■有効期間/ 令和元年12月21日(土）
〜令和2年3月22日（日）

■料
金/ 大 人 用 通常 5,100円→2,400円（300枚）
(斡旋枚数)
ジュニア用 通常 3,400円→1,500円 （50枚）
〜1月23日（木）
■申込期間/ 12月17日（火）
■支払・引 換 期 間/ 電話申込日から5営業日以内
※ジュニアは小学生以下です。
※未就学児童は、大人１名につき１名まで無料です。
（ただし、同乗に限る。）
※当サービスセンターでは、２日券、シニア券（60歳以上）の斡旋はございません。

5枚

湯沢高原スキー場 リフト券引換券(ロープウェイ付リフト1日券）

まで可

■有効期間/ 令和元年12月21日(土）
〜令和2年3月29日（日）

■料
金/ 大 人 用 通常 4,400円→2,100円（200枚）
(斡旋枚数)
子 供 用 通常 3,000円→1,300円 （50枚）
〜1月23日（木）
■申込期間/ 12月17日（火）
■支払・引 換 期 間/ 電話申込日から5営業日以内
※子供は小学生です。
※未就学児童は、4歳から有料となります。
（参考）キッズ券1,500円。センターの斡旋チケット（子供用）のほうがお得です。
※当サービスセンターでは、シニア券（５５歳以上）の斡旋はございません。

キャンセル
不可

チケット購入は、来所１回でＯＫ！

来所できない方には・・・

代金引換サービスも電話１本でＯＫ！
チケットあっせん利用方法
※AM8:30から先着順

まず…

1 電話申込

入

※会員番号不明の場合はお申込みできません。
※代金引換購入ご希望の方は、申込の際、お伝えください。

支払・引換期間内にセンターの窓口で、黄色の
ゆとりぶカードを持参し、申込番号を告げ、
チ
ケットを購入してください。

※１回の電話につき１会員１利用のお申込みを受付いたします。
※ キャンセル マークのチケットはキャンセル、変更は一切できません。
不可 （必ず購入してください。）
※ キャンセル マーク以外のチケットは支払･引換期間を過ぎた場合、
不可 申込みは取消となります。

キャンセル
不可

1セット 1枚 2枚 4枚 5枚 5冊
まで可
まで可

申込後のキャンセ 1会員1セッ
ル･変更が出来な トまで申 込
いチケッ
トです。必 できます。
ずご購入下さい。

まで可

まで可

1会員1枚
まで 申 込
できます。

1会員2枚
まで 申 込
できます。

1会員4枚
まで 申 込
できます。

まで可

まで可

1会員5枚
まで 申 込
できます。

1会員5冊
まで 申 込
できます。

チケットをご自宅にお届けします！
とっても便利な代金引換郵便サービスをご利用ください!!
遊園地のフリーパス券やコンサートのチケットをご自宅にお届けしま〜す！
ご希望のチケットを 代引きで！という方は、チケット申込みの際お気軽に
お申し出ください。
（ご注意）チケット申込時以降の受付はできません。

468円

代引きでおねがいしま〜す！

次に…

2 購

申込期間内に電話で先着順に申込みを受け付
けします。電話でセンターに、会員番号、会員
名、
電話番号を告げて、
申込みをしてください。
申込番号をご案内します。

マーク説明

ご利用方法等詳細は、サービスセンターまで直接お問い合わせください。

代金引換手数料は、郵便料金改定に伴い、
令和元年 10 月１日から、

１件

468 円 になりました。

サービスセンターホームページ http://www.kawaguchisc.or.jp

ゆとりぶ

ウェブ検索

3

各チケットの申込みは申込期間初日AM8:30から電話で先着順に受け付けます。

川口市浮間ゴルフ場さざんかコース 4枚
まで可
― １ラウンド（食事付）利用券 ―

グランドボール（青木・芝・南平）
ボウリング券

5枚

まで可

川口市内中小企業勤労者向けに浮間ゴルフ場とサービスセンターが
タイアップ企画した「ゆとりぶ会員」だけの特別プランです！

グランドボール3店舗でご利用いただける、センター会員だけのとってもお得な
チケットです!

■有効期間/ 令和2年1月4日（土）〜令和2年3月12日（木）
■料
金/ さざんかコース１ラウンド・食事付（消費税等込）

■有効期限/ 令和2年5月31日（日）まで
■料

→センター補助後のあっせん料金

4,000円

■斡旋枚数/ 200枚
〜1月23日（木）
■申込期間/ 12月11日（水）
■支払・引 換 期 間/ 電話申込日から5営業日以内

金/ 500円（2ゲーム＋貸靴代）

■斡旋枚数/ 300枚
〜1月23日（木）
■申込期間/ 12月19日（木）
■支払・引 換 期 間/ 電話申込日から5営業日以内

健康
増進

＜ご注意＞
本券ご利用の際は、他の割引等との併用は出来ません。

※土･日･祝日ご利用の場合は、利用券１枚につき追 加料金
1,500円をプレー当日お支払いください。
※ゴルフ大 会、オープンコンペ等特別営業日は、利用でき
ません。

（参考）通常料金：2ゲーム＋貸靴代
平日1,330円、土日祝日1,530円

5枚
特別展 ミイラ 〜「永遠の命」を求めて まで可
■開催期間/ 11月2日（土）〜2月24日（月･休）
■休 館 日/ 月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）、12/28(土）〜 1/1（水･祝）
ただし、2/17（月）は開館。
■開館時間/ 9時00分〜17時00分（金曜･土曜は20時00分まで）

■会
場/
■料
金/
■斡旋枚数/
■申込期間/
■支払・引換期間/

※入場は各閉館時刻の30分前まで。
※開館時間や休館日等は変更になる場合があります。
公式サイト（https://www.tbs.co.jp/miira2019/）等でご確認ください。

国立科学博物館(東京・上野公園）
前売券 一般・大学生 1,500円→700円
100枚
12月11日（水）
〜1月23日（木）
電話申込日から５営業日以内

※未就学児童は無料。※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料。
※本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展（地球館・日本館）もご覧いただけます。
※当サービスセンターでは小・中・高校生券の斡旋はございません。
※当サービスセンターで斡旋のチケットは直接会場で割引価格ではお求めにはなれません。

桂文枝

新春特

落語会

キャンセル
不可

2枚

まで可

独自の視線で、人生の喜びと悲哀を豊かに表現してきた文枝の創作落語。
ますます磨きのかかるその話芸は、今や新年の有楽町の風物詩。

時/ 1月12日（日）①11時30分開演
②16時00分開演
■会
場/ 有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11Ｆ）
■料
金/ 全席指定 定価 5,500円（税込）
→センター補助後のあっせん料金
①2,700円 ②2,500円
■斡旋枚数/ 各10枚
■申込期間/ 12月 6日（金）〜12月11日（水）
■支払・引換期間/ 12月18日（水）〜12月26日（木）
■日

【出演】桂文枝
※未就学児童入場不可。

5枚

まで可

■開催期間/ 12月4日（水）〜3月16日（月）
■休 館 日/ 毎週火曜日、年末年始12/24(火）〜 1/7（火）
※ただし、2/11（火･祝）は開館、2/12(水）は休館。
■開館時間/ 10時00分〜18時00分
■会
場/
■料
金/
■斡旋枚数/
■申込期間/
■支払・引換期間/

※毎週金・土曜日は20時00分まで。
※入場は閉館の30分前まで。

国立新美術館 企画展示室１E(東京･六本木）
当日券 一般 1,700円→800円
100枚
12月11日（水）
〜1月23日（木）
電話申込日から５営業日以内

シニェイ・メルシェ・パール 《紫のドレスの婦人》
1874年 油彩／カンヴァス ブダペスト、ハンガリー・ナショナル・ギャラリー
Ⓒ Museum of Fine Arts, Budapest − Hungarian National Gallery, 2019

※中学生以下は無料。※障害者手帳をご持参の方（付添の方１名含む）は入場無料。
※2020年1/11（土）〜 13(月・祝）は高校生無料観覧日。
（学生証の提示が必要）
※当サービスセンターでは大学生券、高校生券の斡旋はございません。
※当サービスセンターで斡旋のチケットは直接会場で割引価格ではお求めにはなれません。

森山良子コンサートツアー２０１９〜２０２０ キャンセル 2枚
まで可
不可
〜Prime Songs〜
■日
■会
■料

時/ 1月16日（木）17時00分開演
場/ Bunkamuraオーチャードホール
金/ S席 定価 7,000円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

3,400円

■斡旋枚数/ 10枚
■申込期間/ 12月 6日（金）〜12月11日（水）
■支払・引換期間/ 12月18日（水）〜12月26日（木）
【出演】森山良子
※未就学児童入場不可。

事業主及び会員の皆様へ
チケットおよび補助券等は、会員と2親等以内の同居の家族が利用対象です。
なお理由の如何にかかわらず、譲渡や転売（オークションやインターネット出品を含む）
はルール違反行為とみなします。
そのような行為が発覚した場合は、その事業所（の全会員）に対して、チケットおよび補
助券等全ての取扱いを2年間中止させていただきます。
状況によっては、会員資格継続問題にも発展しかねませんのでご注意ください。

サービスセンター
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TEL 048-485-8611

FAX 048-485-8615( 変更となりました）

事前の申込みがない場合、ゆとりぶカード及び申込番号をお忘れの場合は、チケットの購入ができません。
明治座

三山ひろし特別公演

キャンセル
不可

2枚

明治座初座長となる三山ひろし
第一部では将棋にかけた伝説の棋士、阪田三吉の人生を、第二部では聴く人の
心を元気にする、三山ひろしの温かなビタミンボイスをお届けします。

■日
■会
■料

時/ ①1月18日（土）11時00分開演
②1月19日（日）11時00分開演
場/ 明治座
金/ S席 定価 11,500円（税込）

■会
■料

5,000円

【演目】一、阪田三吉物語 (原案）立川志の春 (脚本・演出）堤 泰之 二、三山ひろしコンサート2020
【出演】三山ひろし
立川志の春 田中稔彦 清水佐紀 丹羽貞仁 小野寺 丈 ほんこん/間 寛平(Ｗキャスト） ほか
※６歳以上有料。５歳以下入場不可。

キャンセル
不可

2枚

まで可

2019年、国内外にて250本を予定しているこの作品が、最終章FINAL公演として、東京に戻ってくる！
このオーチャード公演だけのスペシャル演出として、東京常設「K組」も特別参加が決定！！
他では決して観ることの出来ない、TAO総力を結集した「ザ・ドラマーズFINAL」スペシャル公演は必見！！

■会
■料

時/ ①1月22日（水）19時00分開演
②1月23日（木）13時00分開演
③1月24日（金）13時00分開演
場/ Bunkamuraオーチャードホール
金/ S席 定価 8,700円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

2枚
新春狂言 万作・萬斎の世界 キャンセル
まで可
不可
人間国宝・野村万作と現代劇や映画など多彩に活躍する野村萬斎が率いる
『万作の会』
による狂言公演

■日
■会
■料

時/ 1月25日（土）15時00分開演
場/ 埼玉会館 大ホール
金/ S席 定価 6,000円（税込）

【出演】野村万作 野村萬斎
※未就学児童入場不可。

キャンセル
不可

2枚

まで可

50年以上一線で活躍し続けている舟木一夫
いまでもコンサート会場は誰もが高校三年生に戻れる学園広場です。

時/ 1月28日（火）15時00分開演
場/ 大宮ソニックシティ 大ホール
金/ 全席指定 定価 8,000円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

2,600円

■斡旋枚数/ 10枚
■申込期間/ 12月12日（木）〜12月17日（火）
■支払・引換期間/ 1月 8日（水）〜 1月21日（火）
【予定曲】
（一部）日本の名曲たち/赤とんぼ・ふるさと・叱られて ほか
（二部）ザ・ヒットパレード/高校三年生・学園広場・銭形平次・
修学旅行・絶唱・春はまた君を彩る ほか
※未就学児童入場不可。

2枚
小松亮太 アルゼンチン・タンゴ・コンサート キャンセル
まで可
不可
世界的バンドネオン奏者・小松亮太と、彼が特別に結成した最高のタンゴ・アンサンブル。
さらに、アジアが生んだ世界チャンピオンダンサーなど豪華出演陣でお届けするスペシャルショー！

時/ 2月15日（土）17時00分開演
場/ 北とぴあ さくらホール
金/ S席 定価 4,800円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

2,300円

■斡旋枚数/ 10枚
■申込期間/ 12月12日（木）〜12月17日（火）
■支払・引換期間/ 1月24日（金）〜 2月 6日（木）
【出演】小松亮太（バンドネオン） タンゴ・アンサンブル
【ゲスト】国府弘子（ピアノ） 沖仁（フラメンコ・ギター） アナ＆アクセル（ダンサー）
※未就学児童入場不可。
キャンセル
不可

【出演】尾上松也 中村歌昇 坂東巳之助 坂東新悟 中村米吉 中村隼人 中村橋之助/中村錦之助
【演目】松竹の公式ホームページをご確認下さい。
（https://www.kabuki-bito.jp/theaters/other/play/639/）
※未就学児童入場不可。４歳から有料。

2,900円

【出演】DRUM TAO
※６歳未満入場不可。

■日
■会
■料

■斡旋枚数/ 各10枚
■申込期間/ 12月 9日（月）〜12月12日（木）
■支払・引換期間/ 12月20日（金）〜 1月 9日（木）

■斡旋枚数/ 10枚
■申込期間/ 12月 9日（月）〜12月12日（木）
■支払・引換期間/ 12月25日（水）〜 1月15日（水）

■斡旋枚数/ 各10枚
■申込期間/ 12月 9日（月）〜12月12日（木）
■支払・引換期間/ 12月25日（水）〜 1月15日（水）

■日
■会
■料

時/ ①1月18日（土）15時00分開演
②1月25日（土）11時00分開演
場/ 浅草公会堂
金/ 一等席 定価 9,500円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

→センター補助後のあっせん料金

3,800円

舟木一夫コンサート２０２０

2枚

まで可

4,700円

■斡旋枚数/ 各10枚
■申込期間/ 12月 6日（金）〜12月11日（水）
■支払・引換期間/ 12月20日（金）〜 1月 9日（木）

■日

キャンセル
不可

歌舞伎通の方から初心者の方まで、幅広い方々に親しまれている新春浅草歌舞伎。
次代を担う人気の若手歌舞伎役者が大役・初役に挑み、若さと熱気溢れる舞台で
浅草を盛り上げます。令和最初の新春浅草歌舞伎にご期待ください。

■日

→センター補助後のあっせん料金

DRUM TAO
「ザ・ドラマーズ〜 FINAL」

新春浅草歌舞伎

まで可

撮影：政川慎治

ほか

新橋演舞場

キャンセル
不可

松竹新喜劇「大阪の家族はつらいよ」

2枚

まで可

山田洋次監督作品・映画「家族はつらいよ」が舞台を大阪に移して松竹新喜劇に初登場！！
結婚45年を迎えた大阪の夫婦。妻の誕生日に要求されたものは―なんと離婚届！？
大阪の"家族"は300％やかましい!!! 煩わしくも愛おしい、家族の、あなたの物語！

■日
■会
■料

時/ ①2月8日（土）16時00分開演
②2月9日（日）11時00分開演
場/ 新橋演舞場
金/ 一等席 定価 12,000円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

5,200円

■斡旋枚数/ 各20枚
■申込期間/ 12月12日（木）〜12月17日（火）
■支払・引換期間/ 1月20日（月）〜 1月30日（木）
【演目】
『大阪の 家族はつらいよ』 笑いと涙の喜劇２本立て！ 演目鋭意選定中！！
【出演】渋谷天外 藤山扇治郎 ほか

伊勢正三ＬＩＶＥ２０２０
〜 Re-born 〜

キャンセル
不可

2枚

まで可

「かぐや姫」「風」そして最新アルバム『Re-born』に至るまで、
新旧織り交ぜたベストセレクションライブをお楽しみください！！

■日
■会
■料

時/ 2月15日（土）17時00分開演
場/ 埼玉会館 大ホール
金/ 全席指定 定価 6,500円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

3,200円

■斡旋枚数/ 10枚
■申込期間/ 12月16日（月）〜12月19日（木）
■支払・引換期間/ 1月24日（金）〜 2月 6日（木）
【予定曲目】22才の別れ なごり雪
※未就学児童入場不可。

ささやかなこの人生

ほか

マークのチケットはキャンセル、変更は一切できません。（必ず購入してください。）
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各チケットの申込みは申込期間初日AM8:30から電話で先着順に受け付けます。
明治座

キャンセル
不可

川中美幸特別公演

2枚

まで可

■会
■料

時/ ①2月15日（土） 11時00分開演
②2月23日（日･祝）11時00分開演
場/ 明治座
金/ S席 定価 12,500円（税込）

■日
■会
■料

→センター補助後のあっせん料金

キャンセル
不可

2枚

まで可

八つ墓明神はお怒りじゃ― 愛憎の疑心暗鬼が招く悲劇！
大きな評判となった『犬神家の一族』に続き、人間ドラマを濃密に描く新派
が横溝正史 最高のサスペンスに挑む！！

時/ ①2月22日（土） 13時00分開演
②2月23日（日･祝）13時00分開演
場/ 新橋演舞場
金/ 一等席 定価 12,000円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

キャンセル
不可

【原作】横溝正史 角川文庫刊「八つ墓村」【脚色・演出】齋藤雅文
【出演】水谷八重子 波乃久里子 河合雪之丞 喜多村緑郎 一色采子 石倉三郎

2枚
ブロードウェイミュージカル「レント」来日公演2020 キャンセル
まで可
不可
また愛をひとつ、数えよう―
重ねた季節の分、輝きを増し続ける永遠の傑作ブロードウェイミュージカル「レント」
2020年3月、待望の再来日決定！

ショパンにまつわる３台のフォルテピアノを贅沢に使ったコンサート！
ショパンが晩年に愛用したものと同型のプレイエルのピアノも登場！

■日
■会
■料

時/ 3月1日（日）15時00分開演
場/ 北とぴあ さくらホール
金/ 全席指定 定価 3,800円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

【予定曲】ショパン：ピアノ協奏曲第１番（室内楽版） リスト：ラ・カンパネラ ほか
【出演】小倉貴久子（フォルテピアノ） 若松夏美/竹嶋祐子(ヴァイオリン）
原田陽（ヴィオラ） 島根朋史（チェロ） 西澤誠治（コントラバス）
※未就学児童入場不可。

チケット等利用対象者
◎当サービスセンターがあっせんするチケットの利用対象者は、
会員または
２親等以内の同居家族
（配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹）
です。
◎当サービスセンターの福利厚生事業は会員の皆様の会費と相互理解で
運営されています。ルールを守って、
楽しくご利用ください。

時/ ①3月18日（水）13時30分開演
②3月19日（木）19時00分開演
場/ 東京建物BrilliaHALL(豊島区立芸術文化劇場）
金/ S席 定価 14,000円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

孫
祖父母

6,900円

会員

■斡旋枚数/ 各10枚
■申込期間/ 12月18日（水）〜12月23日（月）
■支払・引換期間/ 1月31日（金）〜 2月14日（金）

【脚本・作曲・作詞】ジョナサン・ラーソン 【初演版演出】マイケル・グライフ 【出演】アメリカカンパニー
※未就学児童入場不可。
※生演奏、英語上演、日本語字幕あり。

配偶者

ダメです!!

子

父

母

兄弟姉妹

次の方は対象外です！
（利用不可）
☆２親等以内の別居家族
☆３親等以上の親族
（おじ・おば、
おい・めい等）

カードをご携帯ください！
「ゆとりぶ ふれ愛 振興サービス 協力店」
「ゆとりぶ協定レジャー施設」などなど
ゆとりぶカードのご提示で・
・
・
お得なサービス・割引シーン拡大中！
ぜひ︑
お財布
などに
忍ばせて
様々
な
シ
ーンで
ご活用
くださ
い

！！

お出かけするときは、
忘れずに携帯してね♪
旧会員証

こちらはご利用に
なれません。

チケットのご購入など、
サービスセンター窓口でもご提示をお願いしています！
※紛失された場合は再発行いたしますのでお問い合わせください。
（再交付手数料300円を申し受けます。）

サービスセンター
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2枚

まで可

1,600円

5,200円

■会
■料

ショパンの愛したピアノたち
〜ショパンをとりまくパリのサロン音楽〜

■斡旋枚数/ 10枚
■申込期間/ 12月18日（水）〜12月23日（月）
■支払・引換期間/ 1月31日（金）〜 2月14日（金）

■斡旋枚数/ 各20枚
■申込期間/ 12月18日（水）〜12月23日（月）
■支払・引換期間/ 1月31日（金）〜 2月14日（金）

■日

時/ ①2月22日（土） 13時00分開演
②2月23日（日･祝）13時00分開演
場/ 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
金/ S席 定価 9,500円（税込）
→センター補助後のあっせん料金

【作】Ｗ.シェイクスピア 【翻訳】松岡和子 【芸術監督・演出】吉田鋼太郎
【出演】阿部寛 吉田鋼太郎 金子大地 宮本裕子 山谷花純 谷田歩
河内大和 ほか
※未就学児童入場不可。

新派特別公演「八つ墓村」

■会
■料

まで可

■斡旋枚数/ 各10枚
■申込期間/ 12月16日（月）〜12月19日（木）
■支払・引換期間/ 1月31日（金）〜 2月14日（金）

【出演】川中美幸
井上順 松井誠 麻丘めぐみ
※６歳以上有料。５歳以下入場不可。

■日

不可

4,700円

5,500円

■斡旋枚数/ 各10枚
■申込期間/ 12月16日（月）〜12月19日（木）
■支払・引換期間/ 1月24日（金）〜 2月 6日（木）

新橋演舞場

ヘンリー八世

シェイクスピア全37戯曲の完全上演を目指す彩の国シェイクスピア・シリーズ。
ヘンリー八世役には、本シリーズで「シンベリン」「ジュリアス・シーザー」に
も主演した阿部寛が登場！吉田鋼太郎とのタッグで、新たな最強王が誕生する！

笑顔咲く楽しいお芝居＆コンサート
どうぞご期待ください！！

■日

彩の国シェイクスピア・シリーズ第35弾 キャンセル
2枚

TEL 048-485-8611

FAX 048-485-8615( 変更となりました）

お 申 込 み は お 早 め に！冬 期 保 養 施 設！
000円(こども2，
000円)を補助します！
各旅行会社の宿泊プランを利用して旅行した場合に大人1名1泊あたり3，

[実施期間] 令和元年１２月２1日（土）泊 〜令和2年１月３１日（金）泊

★申込受付は、宿泊日の７日前まで
（例えば、12/21泊の申込日は12/14まで）

割引！
マークの
窓口では

★保養施設は、旅行代金から３％割引！！
★保養施設以外でも、自社ブランド商品ならゆとりぶカード提示で
国内・海外旅行商品が通年３％割引！
※宿泊のみプランは割引適用外です。（交通費セットプランのみ適用）
※割引の適用は現金支払いの場合のみです。

〈冬期保養施設 申込受付旅行会社〉

ＪＴＢ 川口店

割引！

＜エース商品のみ取扱い＞

＜エース商品のみ取扱い＞

川口駅3分 太陽サパール前

割引！

ＪＴＢ イオンモール川口前川店

イオンモール川口前川2階

営業時間 11:00〜19:00（受付18：30） 川口市本町4−3−2
休 業 日 水曜日および
TEL
12/30〜1/3

営業時間 10:00〜20:00
休 業 日 イオンモール川口前川
休業日

近畿日本ツーリスト首都圏 アリオ川口営業所

近畿日本ツーリスト首都圏 イオンモール川口前川営業所

＜メイト商品のみ取扱い＞

＜メイト商品のみ取扱い＞

048-233-3316

営業時間 10:00〜21:00
休 業 日 アリオ川口休業日

アリオ川口３階

川口市並木元町１−７９

TEL 048-253-7461

営業時間 10:00〜20:00
休 業 日 イオンモール川口前川
休業日

川口市前川1−1−11

TEL 048-263-5233

イオンモール川口前川２階
川口市前川１−１−１１

TEL 048-263-5200

※ご利用の詳細については、ゆとりぶ１０月号又はサービスセンターホームページをご参照いただくか、サービスセンターまでお問い合せください。

日帰り旅行補助のご利用で
はとバスツ ア ー をお得にお楽しみください
補助対象期間

下期：令和元年１０月８日〜令和2年２月２9日の出発日
取扱旅行会社へ行き「はとバス」パンフレット
をご覧ください。
＜はとバス東京・横浜観光＞
＜はとバス日帰り＞

年間合計補助人員
450名（先着順）
対象者

会員及び会員と
同居家族５名まで

次の３つの条件に合う、お好きなコースをお選びください。

①旅行代金：おとな１名5,000円以上・こども１名3,001円以上
②出発日：１０月８日〜２月29日
③行程：日帰り

取扱旅行会社窓口にゆとりぶカード（会員証）を提示してお申し込みください。

近畿日本
ツーリスト
首都圏

アリオ川口営業所

(アリオ川口３階）

イオンモール川口前川営業所（イオンモール川口前川2階）

営業時間 : 10：00〜21：00

048-253-7461

※日帰り旅行利用補助の申請は旅行出発日の７日前までです。

営業時間 : 10：00〜20：00

048-263-5200

※ご利用の詳細につきましては、
ゆとりぶ10月号またはサービスセンターホームページをご参照いただくか、
サービスセンターまでお問い合わせください。

7

いざという時のために！

風邪薬、胃腸薬などの市販薬、絆創膏、体温計などの医療関連品、健康食品等が割引価格で購入できます！

申込み締切り12月20日
（金）
必着

家庭常備薬 割引あっせん

締切後の変更はできませんのでご注意ください！

お申込みはカンタン！
本紙
（ゆとりぶ12月号）
といっしょにお配りした
「家庭常備薬等の斡旋について」
に必要事項を
ご記入いただきＦＡＸまたは郵送するだけ！

お

届

け

1月中旬〜下旬頃になります。

申 込 方 法 「家庭常備薬等の斡旋について」
に必要事項をご記入の

うえ、
サービスセンターまでＦＡＸまたはご郵送ください。
※購入希望者お１人様１枚ご記入ください。

★ご自宅への配送も可能となりました！★
★従来通り、
支店や工場等の職場単位でもＯＫです！★

お買い上げ金額５，
０００円未満の場合は、
送料５5０円がかかります。

＜送 付 先＞
ＦＡＸ ０４８−４８５−８６１5
〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18
埼玉県産業技術総合センター7階
締切後、
４週間程度で、
職場またはご自宅あて
に、
業者より直接配送いたします。
※配送品の梱包内は、
ご購入者ごとに小分けされてい
ますので配付が簡単です。

納 品 方 法

（お届け先単位での代金合計が5,000円以上の
場合は送料無料）

代 金 支 払

共 済 契 約 者 様
福利厚生ご担当者 様
ご購入いただいた商品のお届け先は、職場宛てまたはご自宅宛
てをご選択いただけます。
お届け先を職場宛てとされた場合は、同じ事業所名および住所
のかた全員分をまとめて配送いたします。
また、代金も合計でのご請求となりますので、あらかじめご了承
ください。

購入代金を事業所およびお届け先ごとにお取りまとめの
上、商品に同封の振込用紙にて、最寄りの郵便局または、
コンビニエンスストアよりお振込みください。
（振込手数料業者負担）
※商品到着後７日以内にお振込みください。
＜取扱業者＞
大日商事株式会社 大阪市旭区大宮４−１９−１１
担当：小野
ＴＥＬ070−6553−6978
※商品に関するお問い合わせはこちらへ

の申請はお早めに！
！
補助金（宿泊旅行・人間ドック）

お急ぎ
下さい！

★平成31/令和元年中に「宿泊旅行や人間ドック受検」をしたものは1月が締め切りです。
（令和2年1月に「宿泊旅行や人間ドック受検」をしたものは2月から受付を開始します。）

●宿泊旅行補助対象は、国内旅行のみ限定です。
●補助金を申請できる条件は、当センターのホームページ内「申請用紙」の【宿泊旅行補助金】の（ご注意）、
【人間ドック補助金】の（ご注意）をご覧下さい。

500円クオカードをプレゼント
新規加入事業所を募集しています！!

里（中央）

111 上青木交番

※川口市立高校側
（SKIPシティ南側正面）
より
地下駐車場をご利用ください。
埼玉県産業技術総合センター地下駐車場

鳩ヶ谷駅

SKIPシティ

1時間200円
（有料）

川口市役所
鳩ヶ谷庁舎

西川口駅入口

332

線
東北
京浜

500円

時間 8：00〜22：00利用可能
料金 8：00〜22：00の間、
加算されます。

鳩ヶ谷変電所

34

南鳩ヶ谷駅

埼玉高
速鉄道

オートレース場

天神橋

口駅
西川

大型ショッピング
センター

新芝

川

川口市役所

デパート

埼玉県産業技術総合センター

7階 川口市勤労福祉サービスセンター

皆様からのご紹介をお待ちしております。

上青木
小学校

上青木小学校
バス停

東西
歩行者道路

交流
広場

西川口駅東口

JR 西川口駅から
約9分

鳩ヶ谷駅西口
至天神橋

上青木公民館

［川23］
「医療センター経由
新井宿駅」
行き／
「川口市立高校」
下車

［西川08］
「川口市立高校先回り
5番 上青木循環」
行き／
「川口市立高校」
下車

SKIPシティ

川口市立高校

バス停

※なお、ご紹介先に対する「過度な電話・訪問等」はいたしませんので、お気軽にご連絡ください。

8番

［川18］
「川口市立高校経由
9番 鳩ヶ谷公団住宅」
行き／
「川口市立高校」
下車

駐輪場

地下有料駐車場

8

JR川口駅から
約13分

掲示板

川口市立高校

バス停

［川19］
「戸塚安行駅」
行き／
「川口市立高校」
下車
7番 ［川20］
「東川口駅南口」
行き／
「川口市立高校」
下車
川口駅東口

東西
歩行者道路

上青木
中学校

加入状況
（令和元年11月1日現在）
事業所数……1,198社
会 員 数……10,817人

※バス停
「川口市立高校」
で降車して
上青木中学校前の手押し信号横断歩道を渡り、
緑色の線をお進みください。

至スキップ橋

上青木小

中央道路

わたしが紹介しました

あなたのお名前

バスでお越しの場合

のりば

駅
川口

と
紹介者 に
方
会社両 ト！
ン
プレゼ

大型ショッピング
蕨駅入口 センター

道路
産業

お知り合いの会社がありましたら、あなたのお名前を記入して、この
ゆとりぶをお渡しください。
ご加入いただけましたら、あなたにも、もれなくクオカードをプレゼントい
たします！
！
※「お知り合いの会社」
には、
「加入申込みの時このゆとりぶも渡してね！」
もお忘れなく。

車でお越しの場合

MAP
蕨駅

あなたのお知り合いの会社をご紹介ください

ゆとりぶ事務局移転いたしました

川口市立高校

コンビニ

埼玉高速鉄道
鳩ヶ谷駅から
約 11 分

［川18］
「川口市立高校経由

行き／
3番 川口駅東口」
「川口市立高校」
下車

※バスの時刻については、国際興業株式会社
「乗り合いバス時刻表」でご確認ください。

公益財団法人川口市勤労福祉サービスセンター

埼玉県川口市上青木3-12-18 埼玉県産業技術総合センター 7階（SKIPシティ）TEL０４８（４８５）８６１１ FAX０４８（４８５）８６１5
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