
 

仕事の合間にほっと一息。ホットな情報で気分もＨＯＴに♪ 
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発行／福利厚生センター東京（東京都社会福祉協議会・共済担当）℡03-5283-6898 Fax03-5283-6997 

会員交流事業 2023年度 募集企画一覧 

 

4 月募集 ●帝国ホテルバイキング 

●巨人戦（練習見学つき） 

●劇団四季 「クレイジー・フォー・ユー」「ライオンキング」 

5 月募集 
●舞台「ハリーポッターと呪いの子」 

●東京タワートップデッキツアー＆ブッフェ 

●スモールワールズ TOKYO＆ブッフェ 

6 月募集 
●屋形船で行くハゼ釣り体験 

●巨大地下神殿「首都圏外郭放水路」＆JAXA 筑波宇宙センター 

7 月募集 
●銀座久兵衛ランチ 

●大相撲観戦 

●ホテルランチブッフェ 

●スカイダック横浜＆ブッフェ  

8 月募集 
●劇団四季 「美女と野獣」「アラジン」 

●屋形船で楽しむ横浜港＆夜景クルーズ 

●オープントップバスと日比谷松本楼ランチ  

●ホテルでエステ 

9 月募集 
●歌舞伎鑑賞 

●宝塚歌劇団  

●東京ステーションホテルランチ 

●JR で行く軽井沢プリンスホテル 

●アクアパーク品川バックヤードツアー  

10 月募集 
●劇団四季 「ウィキッド」「アナと雪の女王」 

●江戸切子体験と浅草天ぷらランチ 

●ホテル雅叙園東京「百段階段」とランチ  

●ホテルアフタヌーンティー 

11 月募集 
●ディズニーコンサート 

●「ルミネ the よしもと」＆ブッフェ 

 
 
会員同士や家族との交流・リフレッシュにご利用ください♪ 

 

    ◆ 各企画の募集案内は、毎月 1 日発行の「ソウェルほっと」に 
掲載するとともに、ソウェルクラブ東京 WEB サイトにアップします。 
最新の情報、募集内容の詳細は WEB サイトでご確認ください。 

◆ 企画内容等が変更・延期・中止となる場合があります。WEB サイトにてご案内します。 
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【星組公演】 

日時：7月 9日（土）11時 00 分開演 

・『めぐり会いは再び next generation－真夜中の依頼人（ミッドナイト・ガールフレンド）－』

『Gran Cantante（グラン カンタンテ）!!』 

【花組公演】 

日時：（1）8月 18日（木）18時 30分開演 （2）8月 28日（日）11時 00分開演 

・『巡礼の年〜リスト・フェレンツ、魂の彷徨〜』 

・『Fashionable Empire』 

 

◇参加費 

S席 4,700円 （一般価格 9,500円） 

A席 2,700円 （一般価格 5,500円） 

※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 

◇募集人数  

会員及びその家族 各日Ｓ席 35名、A席 10名 合計 135名  

※１会員 4名様まで 

申込期限６月 19日(日)23：59まで 

◆宝塚歌舞伎 
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            会員交流事業 募集開始のお知らせ 
ソウェルクラブからの補助により、本来の価格の半額でお楽しみいただけます 

 

4 月 3 日(月)募集開始(予定)  

◆◇◆ 帝国ホテルバイキング ◆◇◆ 
 

  ◇日程： 6 月１日(木) から 7 月 2０日(木) の間 

ご希望の日時を予約してください(特別催事により除外日となる場合あり)。 

① 11 時～ ② 11 時 30 分～ ③ 13 時 30 分～ （各 90 分） 

◇参加費： ６,３００円 （平日のみフリードリンクつき） 

◇募集人員： １５０名  ＊1 会員 4 名まで。会員とご家族。 

申込期限 4 月 23 日(日)23：59 まで 

4 月 20 日(木)募集開始(予定) 
◆◇◆ 巨人戦（練習見学付き） ◆◇◆ 

 ◇日時：（全 8日程） 

 日 程 対戦相手 座席 

①  6月 17日（土）集合 10時 試合開始 14時 東北楽天ゴールデンイーグルス 指定 A席 

②  6月 18日（日）集合 10時 試合開始 13時 東北楽天ゴールデンイーグルス 指定 A席 

③  7月 1日（土） 集合 10時 試合開始 14時 阪神タイガース 指定 A席 

④  7月 2日（日） 集合 10時 試合開始 14時 阪神タイガース 指定 A席 

⑤  7月 8日（土） 集合 14時 試合開始 18時 横浜 DeNAベイスターズ 指定 A席 

⑥  7月 9日（日） 集合 10時 試合開始 14時 横浜 DeNAベイスターズ 指定 A席 

⑦  7月 29日（土）集合 10時 試合開始 14時 中日ドラゴンズ 指定 A席 

⑧  7月 30日（日）集合 10時 試合開始 14時 中日ドラゴンズ 指定 A席 

 

◇参加費： ４,０００円 （練習風景見学（OB 解説付き）、野球名鑑プレゼント） 

◇募集人員： ①②各 32 名、③④各 33 名、⑤～⑧各 30 名 合計 250 名 

＊1 会員 4 名まで。会員とご家族。 

申込期限 5 月 14 日(日)23：59 まで 
 
 

◆◇◆ 参加のお申込みはパソコン・スマートフォンから ◆◇◆ 
 

＜ソウェルクラブ東京 WEB サイト＞ 
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/fukurikosei 

 

ソウェルクラブ東京     検索 

   ⇒募集中の会員交流事業の中からご希望の企画にお申し込みください。 

  お申し込みの際はソウェルクラブ会員番号の入力が必要となります。 

 

◆ 当選後のキャンセルや人数変更、権利譲渡はできません。内容をご確認のうえ

ご応募ください。 

◆ 入金された参加費は返金できませんのでご了承ください。 

 ◆ ソウェルクラブ東京 WEB サイトにて最新情報のご確認をお願いいたします。 
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       ソウェルクラブ東京 
QR コード 

https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/kyosaikai/fukurikosei
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会員交流事業 募集開始のお知らせ 

ソウェルクラブからの補助により、本来の価格の半額でお楽しみいただけます 

 

 

4 月 24 日(月)募集開始(予定) 
◆◇◆ 劇団四季 ◆◇◆ 

 
～ お申込みの際に(1)または(2)の演目をお選びください ～ 

 

(1)「ライオンキング」 
◇日時： 7 月 9 日（日）、② 7 月 22（土）、③ 7 月 23 日（日）、各 13 時開演 

◇会場： 有明四季劇場 

◇参加費： S 席 大人 6,500 円 小人（3 歳～小学生）4,000 円  

       (公演当日３歳以上有料、膝上観劇不可／3 歳未満の入場不可) 

◇募集人員：各日 2０名 合計６０名  ＊1 会員 4 名まで。会員とご家族。 

 
(2)「クレイジー・フォー・ユー 横浜公演」 
◇日時： 6 月 24 日（土）、② 6 月 25（日）、③ 7 月 8 日（土）、各 13 時開演 

    ◇会場： KAAT 神奈川芸術劇場 

 ◇参加費： S 席 6,500 円   ※小人料金の設定はなし。 

（公演当日３歳以上有料、膝上観劇不可／3 歳未満の入場不可） 

◇募集人員： 各日 2０名 合計６０名  ＊1 会員 2 名まで。会員とご家族。 

 
申込期限 5 月 16 日(火)23：59 まで 

 

 
 

 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 
 

◆◇◆ 2023 年度「福利厚生センター東京 利用案内」を発送しました 
3 月時点での会員名簿に基づき、会員数分の「福利厚生センター東京 利用案内」を各施設･団体 

あてに発送いたしました。事務ご担当者様よりお受け取りください。  

◆◇◆ 2023 年度「東京ディズニーリゾート®コーポレートプログラム利用券」の 
発送時期は 6 月上旬です 
コーポレートプログラム利用券は 2023 年６月上旬に各事業あてに一括送付します。 

◇利用期間：2023 年 6 月 1 日 ～2024 年 2 月 29 日  

◇発行枚数：会員 1 名につき 1,000 円補助券を 2 枚ずつ 

◇発  送：2023 年６月上旬予定 ※各施設・団体あてに一括送付となります。 

◇詳細事項：コーポレートプログラムご利用者専用サイト(dcp.go2tdr.com)をご参照ください。 

◇ご注意：譲渡・転売は禁止されています。本人以外の使用を確認次第、無効処理をします。 

いかなる理由があっても再発行はいたしません。取扱いにはご注意ください。 

 

              

            今月号の『ソウェルほっと』は、カラー印刷したものをお届けしています。 

次号からは白黒 FAX 送信となりますが、今回同様のカラー版（PDF）をソウェルクラブ東京

のホームページからダウンロードいただけます。 

職場内での掲示やグループウェアを使った共有の際は、是非、そちらをご活用ください♪ 
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http://dcp.go2tdr.com/

