11月の 「プレミアムフライデー」 情報
2019年11月22日
プレミアムフライデー推進協議会

今月のプレミアムフライデーは29日。
月別推奨テーマは「カルチャー」です。
文化関連施設や文化的・芸術的なイベント等の情報をご紹介します。
また、11月の「プレ金大学」情報を併せて紹介します。

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
金沢21世紀美術館
開館15周年記念

現在地：未来の地図を描くために

美術館のコレクションを中心に、私たちの未来を見つめるた
めに立つ、今ここを「現在地」として、時代と共に歩む、作家
による世界への眼差しを捉えて紹介するものです。開館前の
2000年から20年にわたり収集した約4,000点に及ぶ作品の
数々は、20世紀終わりから21世紀の今日までについて、芸術
的なアプローチから語ることができます。
現在地［1］では45作家の約70作品を、現在地［2］では
75 作家の約140 作品を紹介し、芸術によって認識する、私た
ちそれぞれの現在地を明らかにしていく機会としたいと考えて
います。
<<<見どころ>>>
➀開館以来15年ぶりに展示公開する作品や、収蔵後に初めて
公開する作品を展示
②世界的に活躍する作家の作品を多数紹介
③金沢ならではの工芸作品をコレクションの中から多数紹介
■会期：
・現在地[1] 2019年9月14日（土）～12月19日（木）
・現在地[2] 2019年10月12日（土）～2020年4月12日（日）
■開場時間：10:00～18:00（金・土曜日は20:00まで）
■休館日：月曜日（祝日の場合、翌平日）
※12月20日～2020年2月3日は改修工事のため全館休館

■会場：・現在地[1]展示室7～14、交流ゾーン
・現在地[2]展示室1～6、長期インスタレーションルーム、
交流ゾーン
■料金：・現在地[1]観覧券：一般1,200円（1,000円）、大学生
800円（600円）、小中高生400円（300円）、65歳
以上1,000円
※この観覧券で現在地２にもご入場いただけます。

・現在地[2]観覧券：一般450円（360円）、大学生310円
（240円）、小中高生無料、65歳以上360円
その他、展示会に関する情報は下記URLのサイトでご確認ください。
（URL）https://www.kanazawa21.jp/exhibition.php

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
国立科学博物館
■所在地：
東京都台東区上野公園 7-20

全方向から恐竜を解説！「ＶｘＲダイナソー®」
で見るティラノサウルス・トリケラトプス
ティラノサウルスとトリケラトプスに関する解説映像を上映し
ます。（協力：凸版印刷株式会社）
日時

2019年11月29日（金）17:00より30分毎に計６回上映（最終回：19:30）
（ティラノサウルス編・トリケラトプス編 各5分程度）

会場

地球館地下１階展示室

対象

どなたでもご参加いただけます。

その他

・映像は同タイトルで開催した過去のイベントと同じものです。また、展示室での研究者による
解説および「ＶｘＲダイナソー®」操作体験イベントはございません。
・「ＶｘＲダイナソー®」は凸版印刷株式会社との共同事業により、国立科学博物館が所蔵する
恐竜骨格標本を精確に立体形状計測し、全身骨格をデジタルで復元した画像です。

プレミアムトーク「葉の表面での生育に適応した
地衣類の戦略」
葉の上に生育する地衣類は、葉が脱落すればともに寿命が尽きま
す。特殊な環境で生きるための生葉上地衣類の工夫について解説
します。(植物研究部 大村 嘉人)
日時

2019年11月29日（金） 18:00～（45分程度）

会場

地球館３階講義室

対象

どなたでもご参加いただけます。（中学生以上に合わせた内容です。）

定員

50名（先着順）定員を超えた場合は立ち見となります。

その他

事前申込不要。直接会場にお越しください。実施時間の15分前から会場にて受付。

大人のコンパス
「親と子のたんけんひろば コンパス」を、いつもはご入室いた
だけない大人（中学生以上）の方だけを対象にオープンします。
※「親と子のたんけんひろば コンパス」：4～6歳のお子さんとその保護者
の方を主な対象とし、「遊び」の中から生まれる親子のコミュニケーション
を促し、感じる力、考える力を養うことを目的とした展示室です。

日時

2019年11月29日（金） 18:00～（45分程度）

会場

地球館３階講義室

対象

どなたでもご参加いただけます。（中学生以上に合わせた内容です。）

定員

50名（先着順）定員を超えた場合は立ち見となります。

その他

事前申込不要。直接会場にお越しください。実施時間の15分前から会場にて受付。

その他の情報は、国立科学博物館のホームページでご確認ください。
（URL）https://www.kahaku.go.jp/index.php

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
国立西洋美術館
プレミアムフライデーイベント

講演会「内藤コレクション展 ゴシック写本の小
宇宙――文字に棲まう絵、言葉を超えてゆく絵」
小企画展「内藤コレクション展 ゴシック写本の小宇宙――
文字に棲まう絵、言葉を超えてゆく絵」の開催に合わせて、本
展覧会の監修者の駒田亜紀子先生（実践女子大学教授）をお招
きして、展覧会のみどころや、ゴシック写本の魅力についてお
話しいただきます。
■日時：2019年11月29日（金）18時30分～20時
■場所：国立西洋美術館 講堂（企画展示館地下２階）
（東京都台東区上野公園7番7号）
■定員：130名
※当日17時30分より、国立西洋美術館本館１階東口付近
（企画展示館に降りる階段付近）にて整理券を配付いたし
ます。場所が不明な場合は、インフォメーションでお尋ね
ください。
講演会の詳細はこちらをご覧ください。
（URL）https://www.nmwa.go.jp/jp/information/whatsnew.html#news20191101

《セント・オールバンス大修道院由来
のラテン語聖書零葉：詩篇37, 38（イ
ニシアルD, D／ダヴィデ王；枠装飾、
鳥を伴う欄外装飾）》パリ、14世紀第
2四半世紀 インク、金、彩色／獣皮
紙 内藤裕史氏より寄贈

内藤コレクション展「ゴシック写本の小宇宙――
文字に棲まう絵、言葉を超えてゆく絵」
■会期：開催中～2020年1月26日（日）
■開館時間：9時30分～17時30分
・毎週金・土曜日は、9時30分～20時（ただし、11月30日（土）
は、9時30分～17時30分）
・11月29日（金）、 12月27日（金）は、9時30分～21時
※入館は閉館の30分前まで
■休館日：月曜日（ただし、1月13日（月・祝）は開館）、 2019年
12月28日（土）～2020年1月1日（水・祝）、1月14日（火）
■会場：国立西洋美術館 版画素描展示室
■観覧料：当日：一般500円（400円）、大学生250円（200円）
※本展は常設展の観覧券、または「ハプスブルク展」（10月19日
～2020年1月26日）の観覧券でご覧いただけます。
※（ ）内は20名以上の団体料金
※高校生以下及び18歳未満、65歳以上は無料（学生証または年齢
の確認できるものをご提示ください）
※心身に障害のある方および付添者1名は無料（障害者手帳をご提
示ください。）
※毎週金・土曜日の夜間開館時（17：00以降）、毎月第2・第4
土曜日は本展および常設展は観覧無料。

その他、詳細情報については、国立西洋美術館公式WEBサイトでご確認ください。
（URL）https://www.nmwa.go.jp/

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
国立映画アーカイブ

国立映画アーカイブでは、毎月のプレミアムフライデー（月末の金曜日）のみ
展示室（7階）の開室時間を20時まで延長します。（入室は19時半まで）

◎展覧会『映画雑誌の秘かな愉しみ』
（協力：群馬県太田市立新田図書館）
明治時代発行の『活動写真界』など、 貴重な日本の映画
雑誌を多数展示！
◎展示の内容
明治時代に始まる日本の映画雑誌の歴史を、5つのコー
ナーで構成した約400点の資料でたどります。
➀日本の映画雑誌の誕生 ②「キネマ旬報」の100年
③戦前の映画雑誌
④戦後の映画雑誌
⑤映画雑誌と映画史研究
■会期：2019年12月1日（日）まで ※月曜日は休室
■開室時間：11時～18時30分（入室18時まで）
※月末金曜日は11時～20時（入室19時30分まで）
■会場：国立映画アーカイブ展示室（7階）
（東京都中央区京橋3-7-6）
■料金：一般250円／大学生130円／シニア・高校生以下及び18
歳未満、障害者（付添者は原則1名まで）、国立映画アー
カイブのキャンパスメンバーズは無料

その他、展覧会の詳細は下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.nfaj.go.jp/exhibition/filmmagazines/

◎『オリンピック記録映画特集――より早く、より
高く、より強く』
日 本 選 手 が 初 参 加 し た 1912 年 ス ト ッ ク ホル ム 大 会 か ら 、
1998年長野冬季大会まで、計23作品のオリンピック記録映画を
セレクトし、これに、1964年東京夏季大会をめぐる短篇ドキュ
メンタリーの選集も加え、企画全体では計27作品（23プログラ
ム）を上映します。
11月29日（金）プレミアムフライデー当日は、15時から
『ローマ・オリンピック1960』、19時から『ホワイトロック』
を上映します。

『ローマ・オリンピック1960』
© 1960 / Comité International
Olympique(CIO) / MULLER, Horst

■会期：2019年11月26日（火）～12月22日（日）＊月曜日は休館
■主催：国立映画アーカイブ
■特別協力：オリンピック文化遺産財団
■協力：日本オリンピック委員会
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
■会場：国立映画アーカイブ 長瀬記念ホール OZU（2階）
（東京都中央区京橋3-7-6）
■定員：310名（各回入替制・全席自由席）
ライブ解説・弁士・伴奏付は299名（各回入替制・全席自由席）

その他、上映スケジュール、料金等の詳細は下記URLをご参照ください。
（URL）https://www.nfaj.go.jp/exhibition/olympic201910/

『ホワイトロック』
© 1976 / Comité International Olympique(CIO)

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
「世界遺産登録25周年記念 FLOWERS BY NAKED 2019 －京都・二条城－」
現在開催中の「二条城まつり2019」におい
て、夜間イベント「世界遺産登録25周年記念
FLOWERS BY NAKED 2019－京都・二条城
－」が、昨年よりも演出をパワーアップさせ開
催中です。
秋を感じさせるプロジェクションマッピング
や、近づくと映像や光が反応するインタラク
ティブを体験いただき、世界遺産 二条城の秋を
楽しんでいただけます。
《主な見どころ》
➀ 重要文化財「唐門」をはじめとした、城内各所で
秋を感じさせるプロジェクションマッピング演出。
② 特別名勝「二の丸庭園」「清流園」を鮮やかにラ
イトアップ。
③ 重要文化財「台所」では，『華道家元池坊』のい
けばなと、映像・音楽など先進アートとのコラボ作
品「鳳凰」を展示。
④ 重要文化財「台所前」において、造作物に近づく
と映像や光が反応し香りを出すなどのインタラクテ
ィブコンテンツを体験可能。
⑤ 11月30日（土）に唐門前において，アカネキ
カクによるバブリーダンスとプロジェクションマッ
ピングの一夜限りのコラボレーション（午後７時、
午後８時、午後９時の３回公演）が実現！
■期間：令和元年12月8日（日）まで
■受付時間：午後5時30分～午後9時（入場開始 午
後5時45分／最終退場 午後10時）
■入場料：一般販売：大人（中学生以上）1,400円,
小学生800円

クリエイティブカンパニーNAKEDが企画・演出・制作し
ている体感型アート展「FLOWERS BY NAKED」の様子

プロジェクションマッピングで演出された重要文化財「唐門」

<<<<開催中の「二条城まつり2019」の情報>>>>
詳しくは、こちら
<<<<「世界遺産登録25周年記念 FLOWERS BY NAKED 2019 －京都・二条城－」>>>>
公式ＨＰは、こちら

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□

◆◇◆ロゴマークの使用申請について◇◆◇
ロゴマークは、申請をいただければご自由にお使いい
ただけます。商品、イベント、キャンペーンに合わせてご
活用いただけるよう様々なバリエーションのロゴマークを
ご用意しています。ご自由にカスタマイズいただき、ご
活用ください。
申請方法・申請書は、こちらから！
https://premium-friday.com/apply/ に ア ク セ
スの上ご確認ください。

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
なんばグランド花月！プレミアムフライデーオールナイトライブ
笑いの晩餐～最後の夜、あなたは何で笑いますか？～
漫才、コント、ピン、歌ネタ、大道芸と幾多も存在する
お笑いジャンル。もしも、あなたにとって今日が〖人生最
後の夜〗だとしたら、あなたはどんな笑いを選びますか？
■日時：2019年11月29日（金）
開場22:30 開演23:00（翌朝5:00終演予定）
■出演：ギャロップ、スーパーマラドーナ、女と男、
もりやすバンバンビガロ、ヒューマン中村、守谷日和、span!、
タナからイケダ、祇園、見取り図、金属バット、ヘンダーソン、
令和喜多みな実、マルセイユ、ツートライブ、シカゴ実業、
ネイビーズアフロ、ビスケットブラザーズ、マユリカ、
ニッポンの社長、さや香、エンペラー、ラニーノーズ、
からし蓮根、モンブラン、バタハリ、プードル、たくろう、
ちからこぶ、フースーヤ、パーティーパーティー、ほか
■料金：前売 2,500円
当日10％オフ（3,000円→2,700円）
※全席指定
■その他：お客様にステッカープレゼント！

その他詳細は、下記URLをご参照ください。
（URL）
http://www.yoshimoto.co.jp/ngk/event/2019/11/pl-21577.php

倉敷みらい公園「くらしき きらめきのみち」イルミネーション
「くらしき きらめきのみち」イルミネーション
倉敷市の明るい未来をイメージした「くらしき きらめき
のみち」イルミネーション。
「アート×イルミネーション」をテーマに、倉敷みらい公
園〜JR倉敷駅北ペデストリアンデッキ・南デッキにかけての
一帯が、約15万球のLEDで幻想的に彩られます。
冬だけの特別な「きらめき」の中で，素敵なひとときを過
ごしてみませんか？
<<<見どころ>>>

倉敷みらい
公園

•地元真備地区の竹を使った「竹あかり」×イルミネー
ション
•プロジェクションマッピングによるデジタルアート
•動物のオブジェ！フォトスポットとしてもおすすめ！
•昨年よりボリュームアップした「藤棚エリア」
•イルミネーション装飾したグランピンテント体験！

JR倉敷駅北
ぺデストリ
アンデッキ

•スイッチを押すと光が動き出す「ライティングショー」
•「からくり時計」があるアンデルセン広場には，バラを
モチーフにしたイルミネーションの花が登場！華やかな空
間に包まれます。
•「白壁」をイメージした行燈が並び，倉敷らしさをイ
メージした空間が皆さまをお迎えします。
•今年初の試みとして，JR倉敷駅舎の南壁面への投影を実
施！駅舎も冬らしい装いにライトアップされます。

■点灯期間：令和元年11月2日（土）
～令和2年2月14日（金）
毎日17時〜23時
■会場：倉敷みらい公園，JR倉敷駅北
その他、イベントに関する情報は下記URLのサイトでご確認ください。
ペデ ス ト リア ン デッ キ ・駅
（URL）https://www.city.kurashiki.okayama.jp/26447.htm
南デッキ
JR倉敷駅南
デッキ

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
香川県立ミュージアム
特別展『日本建築の自画像
もの語り』

探求者たちの

われわれがよく聞く『日本建築』とは、何なのか？
そもそも、何が『日本的』なのか？本展では『日本建
築』というイメージを、建築史家・建築家・地域の人
々、という三つの視点による複数のまなざし＝『自画
像』として紹介します。設計図・写真に加え、建築模
型や動画を用いた立体的な展示構成から、『日本建築
』を取り巻く時代背景や思想にも注目します。
さらに瀬戸内や沖縄といった地域からみえる、『日
本』のありようにも目配りすることで、改めて『日本
建築』とは何か、を問いかけます。
■会期：令和元年9月21日（土）～12月15日（日）
※休館日：月曜日 (月曜日が休日の場合は翌火曜日)
■開館時間：9:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）
※夜間開館午後8時まで（入館は閉館の30分前まで）
※9月～11月の土曜日
■会場：香川県立ミュージアム２階特別展示室 ほか
■観覧料：一般1,200円、 団体 (20名以上)・前売・瀬戸芸
パスポート提示1,000円
※ 高校生以下、65歳以上、身体障害者手帳等を
お持ちの方は観覧料無料

その他の情報は、以下のURLをご参照ください。
（URL）https://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/tenji/tokubetsuten/kaisai/index.html

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
新しいデザインのポスターデータを以下のサイトにて公開中。ご自由にダウンロードして、ご活用ください。
(URL) https://premium-friday.com/

【ファイルの形式について】
スターデータの形式は、PDF
、JPG、AIの３形式です。

【ポスターのデザイン】

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
九州国立博物館
特別展『三国志』
「リアル三国志」を合言葉に、三国志の時代の
文物を最新の成果によってひも解きます。
近年、三国志をめぐる研究は、曹操高陵（そうそ
うこうりょう） の発掘など空前の活況を呈していま
す。実物資料だから分かる三国志の新しい世界へ
の扉がいま開かれます。
《みどころ》
➀日本初公開
曹操墓や呉の皇族墓と考えられる上坊一号墓の出土品など、展示品の
約8割が日本初公開。
②実寸再現
曹操墓の規模は三国志の時代で最大級。内部は現地でも現在非公開で
すが、本展では実寸で再現。
③豪華競演
横山光輝の漫画「三国志」の原画や、NHK「人形劇三国志」で使わ
れた川本喜八郎の人形、コーエーテクモゲームスの人気ゲームシリーズ
のキャラクターも本展を彩ります。
④全作品撮影OK ※館内のルールに従って下さい。
全作品、展示室内で写真撮影ができます。

曹操墓の内部(河南省安陽市)
提供:河南省文物考古研究院

特別展『三国志』に関する詳細情報は、下記URLをご参照ください。
（URL）https://sangokushi2019.exhibit.jp/

左から、劉備(©横山光輝/光プロ)、 孫権(飯田市川
本喜八郎人形美術館蔵©有限会社川本プロダクショ
ン/撮影:田村實)、曹操(「真・三國無双」シリーズより
©コーエーテクモゲームス))

【プレゼント企画】夜間開館×特別展「三国志」
梅ヶ枝餅引換券＆カプセルトイ引換券をプレゼント！

「夜の九博」毎週金曜日・土曜日は開館時間が
午後8時まで延長！
■開館時間：
・日曜日・火曜〜木曜日 ＊月曜日は休館日
9時30分〜17時00分（入館は16時30分まで）
・金曜日・土曜日
9時30分〜20時00分（入館は19時30分まで）
■駐車場：（有料）
・日曜日・火曜〜木曜日 ＊月曜日は休館日
入庫8時30分〜16時30分、出庫19時00分まで
・金曜日・土曜日
入庫8時30分〜19時30分、出庫21時00分まで
■その他施設の営業時間
・毎週金曜日・土曜日の開館延長時は
オープンカフェ 20時00分まで
ミュージアムショップ 20時00分まで
ミュージアムショップ参道 20時00分まで

毎週金・土曜日の夜間に特別展「三国志」を観覧さ
れた方に、梅ヶ枝餅の引換券とカプセルトイ（ガチャ
ガチャ）の引換券を1枚ずつプレゼントいたします！
九博を観覧した後は、夜の古都太宰府もお楽しみくだ
さい。
■日時：令和2年1月4日（土）までの金・土曜日
17時～19時
（12月23日～31日は年末休館）
■場所：九州国立博物館3階特別展入口
■内容：お一人につき、梅ヶ枝餅引換券1枚、カプセ
ルトイ引換券1枚

■博物館の住所：福岡県太宰府市石坂4 - 7 – 2
■その他、博物館の利用案内
（URL）www.kyuhaku.jp

【11月のプレミアムフライデー 過ごし方のご提案】
浦添市美術館
令和元年度 第2期常設展

「漆がつなぐ漆でつなぐ－寄贈者コレ
クション展－」
開館当初は460件余りであった浦添市美術館
の所蔵品も、現在では1,215件に増えました。
その中には購入品もありますが、大部分は多
くの方々から寄贈を受けた貴重な作品でなり
たっています。ある程度まとまった数の寄贈品
は寄贈者名を冠して「～コレクション」と名付
けています。今回の常設展はそうしたコレク
ションに焦点を当て作品を紹介します。
【展示の内容】
第１室

琉球漆器の流れ

16～19 世紀の琉球王国時代につくられた作品を展示し、琉球漆器の
魅力ある歴史を紹介します。

第２室

岡コレクション‐日本画
家・岡を魅了した漆器‐

日本画家・岡信孝氏から寄贈を受けた岡コレクションの一部を紹介し
ます。

第３室

小松・嶋田・紅房コレクシ
ョン‐近代～戦後沖縄の
漆器～

寄留商人・小松逐次郎や昭和 10 年来沖の嶋田正雄のご遺族より寄贈

第４室

こ は ざめ

古波鮫 コレクションを中
心に‐現代の匠たち‐

たく じ ろ う

べんぼう

を受けた小松・嶋田コレクションと、株式会社紅房より寄贈を受けた紅
房コレクションを紹介します。
ついきん

ゆいいち

元「紅房」の堆錦職人として活躍した古波鮫唯一氏から寄贈を受けた作
か で な ひょうゆう

きんじょう い き

ま え だ こういん

品の一部と、購入や寄贈で所蔵する嘉手納 憑 勇、金 城 唯喜、前田孝允、
まえだくにお

前田國男ら各匠の作品もあわせて紹介します。
第５室

上神・原田コレクション

上神亮治氏より寄贈を受けた、庶民の暮らしがわかる上神コレクショ
は ら だ じょうじ

ン、漆芸家・原田城二氏より寄贈を受けた愛らしい漆器皿を中心とした
原田コレクションを紹介します。
■会期：2019年 10月１日(火)～2020年 1月19日(日)
■開館時間：9時30分～17時（毎週金曜日は19時まで会館） ※入館は閉館の30分前まで
■休館日：毎週月曜日休館
※10月14日、10月22日、11月4日、11月23日、1月23日は開館
■場所：浦添市美術館 常設展示室（沖縄県浦添市仲間1-9-2）
■観覧料：高校生以下は無料、一般200円（160円）、65歳以上160円、大学生130円（100円）
※( )内は20名以上の団体割引料金

＜関連講座＞

「東北と沖縄‐つながる縁‐」原田城二(漆芸家)
原田城二氏は東北地方の飾らない素直な作風の漆器に惚
れ込み、折をみて収集を行っていました。しかし、2011
年の東日本大震災で東北の方々の被害や多くの漆器が流さ
れたことに心を痛め、手元にあるうちに漆器専門の美術館
に託したいとの思いで浦添市美術館に寄贈されました。今
回の講座では、その当時の思いや東北地方の素朴な漆器に
ついてお話しいただきます。
■日時：11月30日(土) 午後2時～4時
■場所：常設展示室5
■聴講料：常設展示室の当日観覧チケットが必要
■その他：申込不要

その他、美術館情報については、公式WEB
サイトでご確認ください。
（URL）
http://museum.city.urasoe.lg.jp/docs/2
019091700148/

【プレミアムフライデー・トピックス 】
■ １１月の 「プレ金大学」！ ■
月末金曜日のプレミアムフライデーを中心に、社会人の学び直し
（リカレント教育）の機運を高める趣旨に賛同した大学や教育機関等
が提供する講座・イベントが、「プレ金大学」 として各地で開催され
ています。
11月の「プレ金大学」は、以下の大学等で開催されます。
平日の夜、大学に、ちょっと寄り道してみませんか？

タピオ館立オープン大学「タピ大」
簡単・手軽に・センス良く ホームパー
ティー講座
11月のプレ金では、「簡単・手軽に・センス良く
ホームパーティー講座」をテーマに開講いたします。
「誰でも先生、誰でも生徒」自分の持つ「知」を
みんなで分かつコミュニティというテーマで19時か
ら1時間開講しております。
より豊かな生活づくりのお手伝いとして、互いに
学び高めあう場 を「文化・おしゃれ・ゆとり・自
然・環境（エコ）・家族」を大事にしているタピオ
が提供いたします。
■日

時：2019年11月29日（金）19:00～20:00

■場

所：泉パークタウン

タピオ

南館１Ｆパークタウンスタイル

■登壇者：パークタウンスタイル アニヴァーサリー・プランナー

SHIHO氏

■URL：http://www.fm797.co.jp/tapidai/index.htm

□□■■■ プレミアムフライデー推進協議会からのお知らせ■■■□□
◆◇◆キャンペーン・お得情報・取組情報の募集◇◆◇
プレミアムフライデーに関する企業様・団体様のキャンペーン・お得情報や取組情報を募集しております。
いただきました情報は、可能な限り、プレミアムフライデー推進協議会のホームページでご紹介させていただきますので、ぜひお寄せく
ださい。
＜メールアドレス＞ premium-friday＊meti.go.jp
※上記の「＊」記号を「@」に置き換えて送信してください。

