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yfc会員向け“最新トクトク情報”満載

▶次号は4月中旬折込み予定

<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名様まで招・優待！

※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。

招 待

むさしの村

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会員3月入会キャンペーン会員募集中！
期間中のyfc会員新規入会者にもれなく

相田みつを美術館

入場招待券4名様分をプレゼント！

3月20日（金・祝）〜 22日（日）の3日間
yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入園無料

キャンペーン期間＝3月16日
（月）
〜31日
（火）
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会員ご入会者様が対象
プレゼント品が変更になる場合があります

●受付時間＝9：30 〜 15：00 ●抽選会＝10：00 〜 15：00（1家族1回）
●会員特典＝のりもの5回券特別価格：1,200円
●所在地＝埼玉県加須市志多見1700-1 ☎0480-61-4126

第75回企画展
「みつをの言葉力」

1
入 2 0組
場 0名
抽 招待
選 券

■読売ファミリー・サークル会員向けプレゼント

●締め切り日＝3月23日
（月）
必着

展

つくばわんわんランド

1
入 2 0組
館 0名
抽 招待
選 券

日本最大級！90種500頭のわんちゃん・ねこちゃんが暮らす犬のテーマパーク。人懐
っこいわんちゃんと触れ合える「わんわんレンタル」では犬を飼っていなくても気軽に
お散歩体験ができます。また、
「わんわんステージ」ではドッグレースショーとパフォー
マンスショーを毎日開催！犬好きな方なら1日中楽しむことが出来ます。また、猫派の方には「ねこハウス」がオススメ。気
まぐれ猫ちゃんに癒やされてください。
●招待券有効期限＝7月31日（金）まで ●所在地＝茨城県つくば市沼田579

絵画・彫刻・版画・写真・デザイン・スペースアート

第70回 モダンアート展

開催中止

1950年、純粋な芸術運動のために、新しい方向を示す世代の優れた美術家群によって
21世紀への橋をかける役割を果たすことをめざし設立されました。

1
入 3 5組
館 0名
抽 招待
選 券

●招待券有効期間＝4月2日（木）〜 16日（木）まで
●所在地＝東京都美術館 ロビー階 第1 〜第4展示室 ギャラリー A・B
（東京都台東区上野公園8-36）
●営業時間＝9：30 〜 17：30（入場は閉会30分前まで） 最終日は9：30 〜 13：00 （入場は閉会1時間前まで）
●休館日＝4月6日（月）
●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

ロンドン・ナショナル・ギャラリー展（東京展）

●招待券有効期間＝3月3日
（火）〜 6月14日
（日）
まで
●会場＝国立西洋美術館
（東京・上野公園） 東京都台東区上野公園7-7
●休館日＝月曜日
（3月30日、5月4日は開館）
●アクセス＝JR上野駅下車(公園口) 徒歩約１分 京成電鉄京成上野駅下車 徒歩約７分

1
入 2 0組
館 0名
抽 招待
選 券

●招待券有効期限＝〜 6月21日（日）まで
●所在地＝東京都千代田区丸の内3-5-1
東京国際フォーラム地下1階
☎03-6212-3200（代表）
■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「 入 場 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

英国が誇る至宝、奇跡の初来日

本展は、TOKYOが世界から注目を集める2020年に世界屈指の美の殿堂、ロンドン・ナショ
ナル・ギャラリーが日本に贈る歴史的な展覧会。同館は1824年の創立以来、質の高いコレクショ
ンで世界中の人々を魅了し続けているが、一方、英国外で所蔵作品展が開かれたことは200年近
い歴史の中で、一度もなかった。本展では、ゴッホ《ひまわり》
、フェルメール《ヴァージナルの前
に座る若い女性》、モネ《睡蓮の池》など、全作品日本初公開となる全61点を一堂に展示し、
「英国
とヨーロッパ大陸の交流」という視点から、西洋絵画の歴史をたどる。

※お名前・住所にはフリガナのご記入をお忘れなく。

フィンセント・ファン・ゴッホ《ひ
まわり》1888年 油 彩・カンヴァ
ス 92.1×73cm ©The National
Gallery, London. Bought, Courtauld
Fund, 1924

※美術館に駐車場はございません。

東京ドームシティ Gallery AaMo(ギャラリー アーモ)

粘土道20周年記念 片桐仁創作大百科展

開催中止
緑の中のファミリーランド

むさしの村

埼玉の豊富な自然を生かした遊園地として知られる「むさしの村」は、小さなお子様
と家族が一緒に楽しめる企画が目白押し。遊園地なのに収穫体験ができたり、他の遊園
地とは一味違う楽しみがいっぱいです。ご愛読者の思い出作りにぜひご活用ください。

●招待券有効期限＝6月30日
（火）
まで

●所在地＝埼玉県加須市志多見1700-1 ☎0480-61-4126
●アクセス＝詳細はホームページでご確認ください ●開園時間＝9：30 〜 16：00
●休園日＝水曜日（詳細はホームページでご確認ください） ●URL＝http://www.musashinomura.co.jp

※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。

〒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/

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3月号
「○○○○○」
係
※
「○○○○○」
には応募プレゼント名をご記入ください。

●招待券有効期間＝3月23日(月) 〜 4月15日(水)まで
●会場＝Gallery AaMo(ギャラリー アーモ)
●営業時間＝11：00~19：00 ※最終入館は閉館の30分前まで ※会期初日3月23日(月)は13：00開館
●
【展示会特設サイト】http://www.katagirijin20th.com

読売ファミリー・サークル事務局

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
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。

お笑い芸人・俳優として活躍する片桐仁さんの創作活動(粘土道)20周年を記念し、集大成と
なる過去最大規模の展覧会『粘土道20周年記念 片桐仁創作大百科展』を開催します。本展は、粘
土道としてこれまでに発表された粘土作品をはじめ、初公開となる学生時代に描いた絵画や、
雑誌「テレビブロス」の連載で約16年間描いてきたイラスト、取材先で制作した作品を展示する
など、片桐さんの 20年にわたる創作活動の全てを網羅します。

1
入 2 0組
園 0名
抽 招待
選 券

2019.1.29 〜 5.26）に

続き、みつをの言葉力のひ・み・つに迫ります。

世界の名犬・珍犬が大集合

東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅下車 徒歩約８分

本展では、好評だった「み
つをの文 字 力 」
（ 第73回企画

【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。

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

