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（９月３０日現在）

FAX 60-5772

mail k.kyosai@bc9.jp

（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 加盟

秋の一日フリータイムを満喫！

言わずと知れた観光スポット横浜！山下公園やみなと
みらい、赤レンガ倉庫、中華街など、自由に散策でき
るフリーツアーをお楽しみください！

平成 29 年

１０月３日（火）～ １７日（火）

１１月 １９日（日）

（土・日・祝を除き午前９時～午後５時まで。最終日は午後４時まで）

午前 ８ 時

申込書を FAX または直接事務局へ提出してくださ
い。
（HP からの申込み可）その際、参加料金支払
方法（窓口現金払/郵便振替払）をご記入くださ
い。募集人員を超えた場合は、抽選となります。

市役所職員駐車場
（御殿山球場北）

平成２９年 １０月 ３１日（火）

４３名（最少催行人員３０名）

１１月１０日（金）～１１月１８日（土）までの取消し
当日の取消し

参加料金

会員・同居の家族

4,000 円

関係者（２名まで）

5,000 円

※１１月１７日（金）午後５時以降の連絡先は、携帯 090-4927-2170 と
なります。参加者の変更は、必ずご連絡ください。

〈東北道〉〈首都高速〉

鹿沼
8：00 出発

鹿沼 IC

山下ランプ

「横浜人形の家」解散＆集合 5 時間フリータイム！

横浜
11:00～16:00

３０％
１００％

〈首都高速〉〈東北道〉

山下ランプ

※このツアーは、フレンドリーかぬまで募集を行い、旅行会社に依頼する受注型企画旅行です。

鹿沼 IC

鹿沼
19:00 頃着

取扱旅行業者：(有)旅ベリーかぬま

帝国ホテル東京お食事券
利用方法
受付

販売期間

利用期間

電話と窓口で受付けます。

１０月２日（月）～
平成３０年１月３１日（水）

１０月２日（月）～
平成３０年３月２０日（火）

申し込み後の変更・キャンセル
はできません。

上記期間内に券をご購入ください。

インペリアルバイキング サール、
インペリアルラウンジアクアはご予約ください。

購入後の払い戻しはできません。

有効期間

平成２９年 １０月 １日(日) ～平成３０年３月２０日(火)

利用対象

会員及び同伴者（会員 1 人各施設合わせて５枚まで）
。

予約の際はフレンドリーかぬまの会員で
食事券を利用することをお伝えください。

お子様の特別料金はございません。

インペリアルバイキング サール（本館１７階）
お問合せ

０３－３５３９－８１８７

利用時間

１１:３０～１４：３０（ラストオーダー）

斡旋料金

ランチブフェ

除外日：１２月 １日（金）～１月 ３日（水）、催事期間中
（消費税、サービス料込）

斡旋料金

一般料金

大人（平日）

４，５００円

６，０５０円

大人（土・日・祝）

５，７００円

６，６００円

区

分

インペリアルラウンジ アクア（本館１７階）
お問合せ

０３－３５３９－８１８６

利用時間

１１:３０～１８：００（ご来店時間）
除外日：１２月２３日（土）～１２月２５日（月）
１２月３１日（日）～ 1 月 ３日（水）、催事期間中
アフタヌーンティー（約３０種類のお飲物はお代わり、飲み替えが自由）

斡旋料金

（消費税、サービス料込）

区
大

斡旋料金

一般料金

４，０００円

４，９８９円

分
人

パークサイドダイナー（本館１階）
お問合せ

０３－３５３９－８０４６

利用時間

１１:００～２３：００
除外日：１２月２３日（土）～１２月２５日（月）
１２月３１日（日）～ 1 月 ３日（水）、催事期間中

選べるランチ＆ディナー

斡旋料金

シェフのおすすめオードブル/スモークサーモンとポテトサラダ
（消費税、サービス料込）

区
大

分
人

《メニュー例》
それぞれ１品ずつお選びください。
～前菜またはスープ（５品）～

斡旋料金

一般料金

３，５００円

５，５００円～７，０００円

本日のスープ/シーザーサラダ/南仏野菜煮込みのタルト仕立て

～メインディッシュ（７品）～
帝国ホテル特製ビーフカレー/シーフードピラフ/サーモンのポワレ
ハンバーグステーキ/薄切り牛肉と茸の和風仕立て 温泉卵添え
クラブミートとアボガドのハワイアンサンドイッチ
本日のシェフのおすすめ

～デザート（５種）～
ケーキ各種/プチパンケーキ各種/アイスクリーム/シャーベット
チョコレートサンデー

チケットあっせん

●申込方法

電話、ＦＡＸまたはホームページで受付けます。

●募集期限

平成２９年１０月２日（月）～１０月１２日（木）
（土・日・祝日を除く。午前９時～午後５時まで。）

（チケット配布は後日連絡いたします。）

フジコ・ヘミング ピアノソロ コンサート 2017
日

時

平成２９年 １1 月 １２日(日)１４：００開演

場

所

東京文化会館（台東区上野）

入場料金

斡旋価格 Ｓ席指定
８，０００円（一般９，５００円）

限定６枚

※未就学児入場不可

石川さゆり４５周年記念リサイタル
日

時

平成２９年 １１月 １６日(木)１２：００開演

場

所

昭和女子大学人見記念講堂（世田谷区太子堂）

入場料金

斡旋価格 Ｓ席指定
場
所
７，０００円（一般８，５００円）

限定６枚

※未就学児入場不可
入場料金

没後１０年・作詞家５０年メモリアル

「阿久悠 リスペクトコンサート」～君の唇に色あせぬ言葉を～
出演：石野真子、岩崎宏美、大橋純子、北原ミレイ、Ｃｈａｒ、ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ、
松下優也、森進一、山本リンダ ほか ※５０音順
日

時

平成２９年 １１月 １８日(土)１４：００開演

場

所

東京国際フォーラム・ホールＡ（千代田区丸の内）

場

所

限定６枚

入場料金

入場料金

斡旋価格 全席指定
１０，０００円（一般１２，０００円）

写真

予めご了承ください。

「いちご市宣言」１周年記念事業

加藤登紀子コンサート２０１７ いちごの歌コンサート
日

時

平成２９年 １２月 ３日(日)１６：３０開演

場

所

鹿沼市民文化センター大ホール

入場料金

斡旋価格 Ｓ席指定
４，５００円（一般５，５００円）
※会員１人５枚まで

稲越功一

※楽曲は、阿久悠の代表曲の一部で、当日の演奏楽曲は未定です。

限定３０枚

美術館チケット斡旋

ゴッホ展巡りゆく日本の夢

日本初！ファン・ゴッホ美術館との本格的国際共同プロジェクト

開催期間

平成２９年１０月２４日(火)～平成３０年１月８日(月・祝)

開館時間

９：３０～１７：３０

休館日 月曜日 １２月３１日（日）１月１日（月・祝）※ただし１月８日(月・祝)は開室
金曜日、１１月１日（水）、２日（木）、４日（土） ２０：００まで

（入場は閉館の３０分前まで）
場

所

入場料金

東京都美術館
斡旋価格 一般
１，１００円（前売り一般１，３００円）
６５歳以上
５００円（前売り一般
８００円）
※高校生、大学生券の取り扱いはございません。
※中学生以下は無料。
※11 月 15 日（水）、12 月 20 日（水）はシルバーデーにより 65 歳以上の方は
無料（要証明）混雑が予想されます。

申込方法

会員１人５枚まで（電話、ＦＡＸまたはホームページで受付。）
（チケット配布は後日連絡いたします。
）

申込期間

１０月２日（月）～１０月３１日（火）

《花魁》
（渓斎英泉による）フィンセント・ファン・ゴッホ
1887 年 油彩・綿布 ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵
©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
(Vincent van Gogh Foundation)

・希望する品物等について、９月２０日（水）までに回答いただけなかった会員の皆様には一律「鹿沼商工会議所商品券」
とさせていただきます。ご希望いただきました品の内、Ａ補充薬セット・Ｂ電気湯たんぽ・Ｃ音波洗浄器・Ｅさつきの舞・
Ｄお肉＆お食事券・Ｆ①～③商品券は、それぞれ宅配業者等からの配送となります。届きましたら、ご確認ください。

・配布する品物について、９月１８日（金）までに回答いただけなかった会員の皆様には一律「鹿沼商工会議所商品券」とさせていただ
・１０月４日（水）に第３期（１０月～１２月の３ヶ月分）会費を振替させていただきます。預金通帳等にて引落しをご確認く

きますので、ご了承ください。ご希望いただきました品の内、Ａ補充薬セット・Ｂ防災対策セット①・Ｃ防災対策セット②・Ｅさつきの舞は
ださい。
それぞれ宅配業者からの配送となります。Ｄお肉＆お食事券・Ｆ①～③商品券は、日本郵便（株）から一括して配送いたします。どちら
も届きましたら、品数を確認いただき受領印を押してください。

