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yfc会員向け“最新トクトク情報”満載

▶次号は11月中旬折り込み予定

<yfc会員年会費> 新規・継続とも1,430円（税込み）
特典❶
特典❷
特典❸
特典❹

招待券を年間12枚まで請求できます
（請求多数の場合抽選）

東京ドーム巨人戦、
遊園地、
美術館、
水族館など提携施設招待

yfcフェスティバルにご招待（一部優待）

会員証提示でご家族５名様まで招・優待

会員証提示で提携施設の割引がうけられます

レジャー、ショッピング、旅行、カルチャーなど、提携約
400施設1,000か所以上で割引

「yfcニュース」
のプレゼントに応募できます（抽選）

※記載の料金は税込み価格です。
特典のご利用は、
首都圏の施設が主体となります。

yfc会員招待デー
yfc会員証の提示でご家族５名様まで入園無料 !

招 待

※開催日時等は、都合により変更・中止になる場合があります。

人気レジャー施設を家族で楽しもう!

yfcフェスティバル

yfcフェスティバル in 成田ゆめ牧場

招 待

yfcフェスティバル in ハンターマウンテン紅葉ゴンドラ

10月26日
（土）
・27日
（日）
の2日間
yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで紅葉ゴンドラ往復無料

●受付時間＝9：00 〜 15：00
●抽選会＝11：00 〜 15：00（1家族1回）
●所在地＝栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 ☎0287-32-4580
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第42回 日本きりえ美術展

日 本 き り え 協 会 は、
「切
る」という技法による平面
造形に創造の可能性を追求
する作家、愛好家、評論家な
どが結集し1978年に結成さ
れました。
それぞれの独自性を尊重
し学びあうことによって
「きりえ」の造形性を高め、美術の新しいジャンルの確立を
目指している全国公募展です。第1回日本きりえ美術展を
1978年に開催し、毎年約300人約500点の出品があり、近年
は海外からの出品も見られます。
●招待券有効期間＝11月19日（火）〜 11月24日（日）
●会場＝東京都美術館 ロビー階第3展示室
（東京都台東区上野公園8-36） ☎03-6231-7166
●開館時間＝9：30 〜 17：30（最終入場は閉会30分前）
最終日は9：30 〜 14：30（最終入場は閉会30分前）
※休館日：会期中休館日なし
●アクセス＝ＪＲ上野駅公園口から徒歩約7分、東京メト
ロ銀座線・日比谷線上野駅7出口から徒歩約10分、京成電
鉄上野駅から徒歩約10分
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●締め切り日＝10月23日
（水）
必着

箱根園水族館

箱根園芦ノ湖畔の
箱根園敷地内にある
海水魚、淡水魚、アザ
ラシ、
ペンギン、
コツメ
カワウソなどがいる
水族館です。普段見る
ことができない愛ら
しい動きに心を癒や
される
「バイカルアザ
ラシショー」やダイバ
ーがお魚たちに餌をあげる
「海中ショー」
に、
コツメカワウソとの
握手イベントが人気です。芦ノ湖遊覧船や箱根駒ヶ岳ロープウ
ェー乗り場にも近く、
箱根の1日を満喫できる場所にあります。
●招待券有効期限＝12月31日（火）まで
●所在地＝神奈川県足柄下郡箱根町139 ☎0460-83-1151
●開園時間＝9:00 〜 17:00（最終入館は閉館30分前）
※季節により営業時間が変更になる場合がございます。
●アクセス＝小田急ロマンスカー箱根湯本駅から伊豆箱
根バスで約1時間5分、東海道新幹線小田原駅から伊豆
箱根バスで約1時間20分

成田ゆめ牧場
は 約9万 坪（ 東 京
ド ー ム の 約7倍 ）
の広さを持つ観
光牧場。季節の花
を楽しんだり、触
れ合える動物広
場「ふれんＺＯＯ
広場」で、ヤギやヒツジにエサをあげたり、アヒルのレ
ースで盛り上がったりと、一日中楽しめる場所です。
【コスモスフェスティバル：10月中旬〜11月中旬】
コスモスの開花情報はHPでご確認ください。
http://www.yumebokujo.com
●招待券有効期限＝2020年3月31日（火）まで
●所在地＝千葉県成田市名木730 ☎0476-96-1001
■入会申し込み方法＝お近くの郵便局に備え付けの
「払込
取扱票」を利用して年会費1,430円をお振り込みくださ
い。払い込み手数料はお客様のご負担となります。
「 払込
取扱票」にご記入いただく加入者名・口座番号は下記のと
おりです。
※「払込取扱票」のお名前と住所には必ず「フリガナ」をお願
いします。
※プレゼントの「招待券４名様分」は、yfcガイドブック等
と一緒にお送りします。発送はお振り込みいただいてか
ら約３週間後となります。
【ご注意】①入会登録は１家族１名です（重複登録は出来ま
せん）。②他の入会キャンペーンとの併用はできません。③
入会キャンペーンはYFC事務局へ直接、郵便振込にて入会
申し込みされた方が対象となります。
【キャンペーン対象外】①継続ご入会者、読売新聞販売店
（YC）からの入会者。②インターネットバンキング、口座振
替等でのお手続きはお客様のご住所等の確認ができないた
め、
ご遠慮ください。

■お振り込み先（「払込取扱票」に記入）
加入者名＝読売ファミリーサークル入会係
口座番号＝00120-7-581179
振り込み金額＝1,430円（税込み）
通信欄＝ご入会者のお名前、〒住所、電話番号
※お名前・住所にはフリガナのご記入をお忘れなく。
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■読売ファミリー・サークル会員向けプレゼント

フランス、
イギリスを代表
する20館以上の美術館の協
力のもと、17世紀の古典主
義から18世紀のロココ、19
世紀の新古典主義、
ロマン主
義を経て、印象派誕生前夜
にいたるまで、
フランス絵画
の最も偉大で華やかな時代
を、67点の油彩画と12点の
素描によってたどります。
ヴ
ェルサイユ宮殿美術館、
オル
セー美術館など、
世界に名だ
たる美術館の優品も展示し、 エリザベト＝ルイーズ・ヴィジェ・ルブラン
《ポリニャック公爵夫人、
ガブリエル・ヨラン
フランス絵画の精華をお楽 ド・クロード・マルチーヌ・ド・ポラストロン》
1782年
しみいただけます。
ヴェルサイユ宮殿美術館
●招待券有効期限＝2020年 Photo © RMN-Grand Palais (Château de
Versailles) / Gérard Blot / distributed by AMF
1月19日（日）まで
●会場＝東京富士美術館
（東京都八王子市谷野町492-1）
☎042-691-4511
●開館時間＝10:00 〜 17:00（16:30受付終了）
※休館日：10月14日、11月4日、2020年1月13日を除く
月曜日と、10月15日、11月5日、12月26日〜2020年1月
3日、2020年1月14日休館
●アクセス＝JR八王子駅北口または京王八王子駅よりバス

成田ゆめ牧場

キャンペーン期間＝10月15日
（火）
〜31日
（木）
お振込分まで
下記の方法でYFC事務局へ直接「振り込み」のyfc会員新規入会者が対象

●受付時間＝9：00 〜 15：00
●抽選会＝10：00 〜 15：00（各日先着1,000組・1家族1回）
●所在地＝千葉県成田市名木730 ☎0476-96-1001

〜大様式の形成と変容〜

期間中のyfc会員新規入会者にもれなく

入場招待券4名様分をプレゼント！

10月19日
（土）
・20日
（日）
の2日間
yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入場無料

フランス絵画の精華

yfc会員10月入会キャンペーン会員募集中！

野球殿堂博物館

日本野球界全体
で運営する博物館。
1959年6月 に 日 本 初
の野球専門博物館と
して開館。1988年東
京ドーム内に移転。
野球界の発展に貢献
し功労者として表彰
された
「野球殿堂入
りの人々」の肖像レリーフを飾っている他、プロ・アマを問
わず野球の歴史資料から話題性の高い資料を数多く収蔵・
展示。収蔵品は実物及び写真を含め約4万点、また、野球そ
の他のスポーツ関連図書を約5万点所蔵している日本で初
めての野球専門博物館です。
映像シアターや図書室もあり、
大人から子供まで幅広い世代にお楽しみいただけます。
●招待券有効期限＝11月30日（土）まで
●所在地＝東京都文京区後楽1-3-61 ☎03-3811-3600
●営業時間＝3月〜 9月/10：00 〜 18：00・10月〜 2月/10：00
〜 17：00（入館は閉館の30分前）
※休館日：月曜日（但し、祝日・東京ドーム野球開催日は
開館）
●アクセス＝ＪＲ中央線・総武線水道橋駅西口徒歩約5
分、都営三田線水道橋駅徒歩約5分、都営大江戸線春日
駅徒歩約5分、東京メトロ丸ノ内線・南北線後楽園駅徒
歩約5分

読売ファミリー・サークル会員向け
プレゼントへの応募方法
読売ファミリー・サークル会員向けプレゼントは、
yfc会員が対象です。
応募の時点で有効な会員証
（＝会員番号）
をお持ちの方のみとさ
せていただきます。
なお、
応募に際し、
返信用切手は不要です。
※yfc会員新規入会の方は今月号のプレゼントにはご応募でき
ません。
次号以降よりご応募いただけます。
【応募方法】
ハガキ
（郵便料金63円）
の裏に〒住所、会員氏名、会員番号、応募
プレゼント名をご記入ください。
【あて先】
〒102‑8609 東京都千代田区平河町2‑13‑3
yfcニュース10月号
「○○○○○」
係
※
「○○○○○」
には応募プレゼント名をご記入ください。
【応募のご注意】
応募は、
ハガキ1枚で1プレゼント1口に限ります。
複数のプレゼントにご応募の場合は、各プレゼントごとに別々
のハガキでお申し込みください。
下記に該当した場合は、“応募無効”となります。
①1プレゼントへ複数口応募された場合
②1枚のハガキで複数のプレゼントに応募された場合
③応募方法または記入に不備がある場合
④封書または往復ハガキで応募された場合
⑤応募締め切り日後に到着した場合
【抽選】
会員向けプレゼントは抽選となります。当選者の発表は
発送をもってかえさせていただきます。当落や応募ハガキの到
着など個別のお問い合わせは、
ご容赦願います。

※お送りする招・優待券は、
一部、
日時の制約や満員の際に利用できない場合があります。

消費税率引き上げに伴う各種料金について、下記のとお
りご案内申し上げます。

（新規・継続）の際の年会費を次のように変更させていただ
きます。
1,430円（税込み）
【内訳：1,300円（税別価格）＋130円
（消費税10％）】

消費税率が10％に引き上げられたのに伴い、入会手続き

招待券をご請求された場合は、送料として84円分の返信

YFC事務局からのお知らせ
■年会費

■送料（郵便料金）

読売ファミリー・サークル事務局

〒102-8609 東京都千代田区平河町2丁目13-3 読売情報開発ビル3F ☎03-5212-1905

月〜金／10：00 〜 17：00
（土・日・祝日、年末年始は休業） http://yfc.yomiuri-johkai.co.jp/

用切手を同封してください。
なお、お送りする招待券の枚数により同封いただく切手
の枚数（料金）が異なります。
①招待券枚数が〜 6枚（84円切手1枚／ 84円）
②7 〜 12枚（2枚／ 168円）
③13、14枚（3枚／ 252円）

こちらの２次元コードを読み込み、YFCのホームページ・各SNSをご覧いただけます。
YFCホームページ

Facebook

Instagram

