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yfc会員向け“最新トクトク情報”満載

yfc感謝デー

人気レジャー施設を家族で楽しもう!

員
yfc会 ー yfc会員証の提示でご家族５名様まで招待！
招待デ

yfcフェスティバル

▶次号は2021年5月初旬折込み予定

yfc会員限定

特別優待企画

招待

4月24日（土）
・25日（日）

音楽CD

●開催施設＝東京サマーランド
●開催期間＝4月17日（土）〜 19日（月）
4月24日（土）〜 26日（月）
●優待料金＝大人（高校生以上）1,000円
中小学生・幼児（2歳以上）
・
シニア（61歳以上）0円
●入園方法＝施設が発行する【来園日指定チケ
ット】電子チケットの事前購入が
人数分必要です。
※当日、チケット売り場での販売はございませ
ん。詳しくは読売ファミリー・サークルの公
式ホームページをご確認ください。

特典❹ 「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。

yfc4月入会キャンペーン 会員募集中！

■下記の方法でYFC事務局へ直接「振り込み」のyfc会員ご入

期間中のyfc会員新規ご入会者様にもれなく

■入会申し込み方法＝お近くの郵便局に備え付けの
「払込取

現役医師による傑作医療小説、
豪華キャストで映画化！

『ふたり酒』
『二輪草』の“幸せ
演 歌” 『 遣 ら ず
の雨』
『女 泣き砂
日 本 海 』な ど の
“恋 歌”、そ し て、
『おんなの一生
〜 汗 の 花 〜』で
築いた“親子の絆”を歌う、川中美幸ならでは
の“母子歌”。川中美幸が演じる歌の世界は果
てしなく広がり続けます。“川中美幸”とし
てデビューしてから45年。ドラマティックに
“情念”を描いた勝負曲！ ご注目ください。
●お問い合わせ＝（株）テイチクエンタテイン
メント ☎03-6860-2242 ／
（株）美幸ミュージックプロ
モーション ☎03-6407-8742

金沢の小さな診療所を舞台に、“い
のち”に優しく寄り添う医師と、避け
ることのできない死を迎える患者と
その家族が、それぞれの立場から病
と向き合い、葛藤し、成長してゆく。
原作は現役医師・南杏子の同名小説
で、医師だからこそ描写できる医療
現場の臨場感、安楽死といったテー
マに深く切り込み、2020年5月発売
と同時に大きな反響を呼びました。
主人公咲和子を演じるのは、国民的
女優・吉永小百合。映画出演122本目にして、初の医師役に挑戦
します。
「まほろば診療所」のスタッフには、吉永小百合との初
共演を果たす松坂桃李と広瀬すず、そして、西田敏行が熱演。
●公開日＝5月21日（金）
●映画鑑賞券有効期限＝各劇場上映期間に限る
●上映劇場＝丸の内TOEI、新宿バルト9、他全国の劇場にて

特別企画

10組20名 映画鑑賞券 抽選

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）

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・口座番号は下記の通りです。
※
「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
※お名前・住所にはフリガナのご記入をお忘れなく。

●締め切り日＝４月１９日
（月）
必着

2021年前進座創立90周
年記念 五月国立劇場公演

いのちの停車場 映画鑑賞券

10名 音楽CD 抽選

■■■■■■

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

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、牛の乳搾り教室やヤギ
さんぽなど、一日中楽しめる場所です。
●キャンペーン期間＝4月12日（月）〜 30日（金）
お振り込み分まで
●招待券有効期限＝〜 2022年3月31日（木）まで
●所在地＝千葉県成田市名木730-3

■読売ファミリー・サークル会員向けプレゼント
“川中美幸”45周年記念曲
恋情歌（こいじょうか）

特典❸

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

入場招待券4名様分をプレゼント！

りんどう湖ファミリー牧場

●受付時間＝9：30 〜 15：00
●抽選会＝10：00 〜 15：00
牧場前広場
1家族1回
各日賞品がなく
なり次第終了
●所在地＝栃木県那須
郡那須町高久丙414-2
☎0287-76-3111

特典❷

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

成田ゆめ牧場

※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。

yfc受付にて会員証の提示でご家族５名様まで入園無料

<yfc会員年会費> 新規・継続とも1,430円（税込み）

特典❶

10組20名 入場招待券 抽選

潮騒の湯

10組20名 入場招待券 抽選

太古の地殻
変動などで地
前進座 創立90周年記念 五月国立劇
中に閉じ込め
場公演
られた海水
一、
『操り三番叟』
『たが屋の金太』
「化石海水」の
二、
『茶壷』
『俊寛』
温泉が愉しめ
恒例の前進座による国立劇場での歌
る海岸沿いの温泉施設で、太平洋が一望
舞伎公演。
できる露天風呂が人気です。温泉に含ま
二本立て二番組で送る。
【番組その一】舞踊『操り三番叟』は踊り手が操り人形に扮す れる塩分が汗の蒸発を防いで保温効果
「温まりの湯」とも呼
る愉しいおどり。嵐芳三郎が勤める。
『たが屋の金太』は落語 を発揮するとされ、
三作に着想を得た世話物喜劇。花見の余興の「仇討」芝居が思 ばれます。また、魚市場のようにお魚を
直接選ぶ事ができたり、豊富なメニュー
わぬハプニングで騒動に。劇中で記念口上もあり。
【番組その二】狂言舞踊『茶壷』は田舎者と盗人の茶壷の奪い が好評の展望レストランからも太平洋
合いを喜劇性豊かに踊りで見せる。
『俊寛』は前進座の歌舞伎 を一望できます。
を代表する演目。様式美と激しいドラマが一体となって胸に ●招待券有効期限＝〜 6月30日（水）まで
迫る一作。俊寛役は藤川矢之輔。
●所在地＝茨城県東茨城郡大洗町大貫256-25
●公演期間＝5月7日
（金）
〜 18日
（火）
☎029-267-4031
●招待券有効日＝5月11日
（火）11：00開演限定
●アクセス＝JR常磐線水戸駅経由大洗
演目
「茶壺」
「俊寛」
鹿島線、大洗駅下車タクシ
●公演劇場＝東京・半蔵門 国立劇場大劇場
ーで約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

応募資格：yfc会員

■■■■■■

※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。
ハガキでご応募ください。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。
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。
【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4月号
「○○○○○」
係 ※
「○○○○○」には応募プレゼント名をご記入ください。

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

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6F ☎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/

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

