
ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年10月号（第796号）

バックナンバーはこちら 過去の記事はこちら

発売期限迫る！「オータムジャンボ宝くじ」

～1等・前後賞合わせて3億9,000万円、11日（金）まで～

「ちびまる子ちゃんスクラッチ」が新登場！！

～今月から、「ちびまる子ちゃん」のキャラクターが続々と登場～

秋を彩る「幸運の女神くじ」

～各ブロックより、23日（水）から発売～

平成26年度宝くじ「幸運の女神」を募集

～次の女神は、あなたです。～

「宝くじデザインコンテスト」開催

～平成24年度の優秀作品決定！！～

平成24年度「高額当せん者の誕生ペース」

平成24年度の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」

11月の東西「宝くじドリーム館」イベントのご案内（入場無料）

11月のテレビ抽せん会

支払期限間近の当せん番号（250万円以上）

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



11月の発売予定

11月号のご案内

～11月5日（火）に掲載予定です～

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会

宝くじ取次業者に注意！

宝くじを利用した振り込め詐欺

事件の発生



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年10月号（第796号） 発売期限迫る！「オータムジャンボ宝くじ」

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期限迫る！「オータムジャンボ宝くじ」

現在、発売中の「オータムジャンボ宝くじ」（新市町村振興・第649

回全国自治宝くじ）は、1等・前後賞合わせて「3億9,000万円」とい

うビッグな賞金で好評をいただいていますが、その発売期限が11

日（金）までと迫っています。

しかも、この宝くじは「売り切れ次第終了の枚数限定発売」ですの

で、まだお買い求めでない方は、どうぞお急ぎください。

この「オータムジャンボ宝くじ」の賞金条件は次のとおりです。

「オータムジャンボ宝くじ」(新市町村振興　第649回 全国自治宝くじ)の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 330,000,000円 13本

1等の前後賞 30,000,000円 26本

1等の組違い賞 100,000円 1,287本

2等 10,000,000円 130本

3等 1,000,000円 1,300本

4等 3,000円 1,300,000本

5等 300円 13,000,000本

サンキューオータム賞 39,000円 65,000本

平成25年9月20日（金）～平成25年10月11日（金）

平成25年10月18日（金）

伊万里市民会館（佐賀県）

1枚300円

平成25年10月23日（水）

抽せん日は18日（金）で、抽せん会は佐賀県の伊万里市民会館で行われます。

なお、当日の模様は、NHKテレビのBSプレミアムで中継放送される予定です。

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会

宝くじ取次業者に注意！

宝くじを利用した振り込め詐欺

事件の発生



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年10月号（第796号） 「ちびまる子ちゃんスクラッチ」が新登場！！

「ちびまる子ちゃんスクラッチ」が新登場！！

今月から、さくらももこ先生原作のアニメキャラクター「ちびまる子ちゃん」が、宝くじの図柄として新登場し、

削ったその場で当たりがわかるスクラッチとして発売されます。今月発売されるのは、次の3つで、価格は

いずれも1枚200円です。

最初は、現在発売中の「ちびまる子ちゃんスクラッチ　まる子編　トライアングルチャンス」（第378回地域医

療等振興自治宝くじ）です。宝くじ券には、おなじみの「まる子ちゃん」が描かれています。

2日（水）から15日（火）まで全国で発売されます。

賞金条件は次のとおりです。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ まる子編（トライアングルチャンス）」（第378回 地域医療等振興自治宝く

じ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 500,000円 100本

2等 50,000円 2,000本

3等 1,000円 122,750本

4等 200円 1,250,000本

特別賞 5,000円 125,000本

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

平成25年10月2日（水）～平成25年10月15日（火）

-

-

1枚200円

平成25年10月2日（水）

遊び方は次のようになっています。

券面左側の赤いワクの中をすべて削ります。左列、右列、下列のどれか一列に同じ等級が3個並べば「当

たり」で、その等級に応じて当せん金が受け取れます。

また、「赤ワク」の中に、「まる子ちゃん」の顔のイラストが1個出れば「特別賞」（5,000円）の「当たり」です。

東京都 / ポスター

関東・中部・東北自治 / ポスター

近畿 / ポスター

西日本 / ポスター

次にお届けするのは、各ブロック宝くじから発売される「ちびまる子ちゃんスクラッチ　家族編　タテ・ヨコ・ナ

ナメ」です。発売期間は16日（水）から29日（火）までです。

宝くじ取次業者に注意！

宝くじを利用した振り込め詐欺

事件の発生



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

東京都宝くじ

関東・中部・東北自治宝くじ

近畿宝くじ

西日本宝くじ

各ブロック宝くじの賞金条件は次のとおりです。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 家族編（タテ・ヨコ・ナナメ）」（第2229回 東京都宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 300,000円 102本

2等 50,000円 150本

3等 10,000円 1,041本

4等 1,000円 45,000本

5等 200円 150,000本

おじいちゃん賞 5,000円 2,388本

平成25年10月16日（水）～平成25年10月29日（火）

-

-

1枚200円

平成25年10月16日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 家族編（タテ・ヨコ・ナナメ）」（第2290回 関東・中部・東北自治宝くじ）の

当せん金・本数

等級等 当せん金 本数



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

1等 300,000円 476本

2等 50,000円 700本

3等 10,000円 4,858本

4等 1,000円 210,000本

5等 200円 700,000本

おじいちゃん賞 5,000円 11,144本

平成25年10月16日（水）～平成25年10月29日（火）

-

-

1枚200円

平成25年10月16日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 家族編（タテ・ヨコ・ナナメ）」（第2408回 近畿宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 300,000円 136本

2等 50,000円 200本

3等 10,000円 1,388本

4等 1,000円 61,600本

5等 200円 200,000本

おじいちゃん賞 5,000円 3,184本

平成25年10月16日（水）～平成25年10月29日（火）

-

-

1枚200円

平成25年10月16日（水）

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 家族編（タテ・ヨコ・ナナメ）」(第2098回 西日本宝くじ)の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 300,000円 170本

2等 50,000円 250本

3等 10,000円 1,735本

4等 1,000円 75,000本

5等 200円 250,000本

おじいちゃん賞 5,000円 3,980本

平成25年10月16日（水）～平成25年10月29日（火）

-

-

1枚200円

平成25年10月16日（水）

遊び方は次のようになっています。

券面左側の「赤ワク」の中をすべて削ってください。タテ・ヨコ・ナナメのどれでも一列に同じ等級が3個並べ

ば「当たり」で、そろった等級に応じて当せん金が受け取れます。

また、「赤ワク」の中に、「まる子ちゃんのおじいちゃん」の顔のイラストが1個出れば「おじいちゃん賞」

（5,000円）の「当たり」です。



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

そして3つ目は、30日（水）から11月12日（火）まで全国で発売される「ちびまる子ちゃんスクラッチ　花輪ク

ン編　トリプルマッチ」（第650回全国自治宝くじ）です。券面には、「まる子ちゃん」と、友達の「花輪クン」が

描かれており、1等賞金額が1,000万円と超豪華なスクラッチになっています。

賞金条件は次のとおりです。

「ちびまる子ちゃんスクラッチ 花輪クン編（トリプルマッチ）」(第650回 全国自治宝くじ)の当せん金・本

数

等級等 当せん金 本数

1等 10,000,000円 28本

2等 1,000,000円 56本

3等 50,000円 560本

4等 5,000円 70,000本

5等 500円 554,400本

6等 200円 1,400,000本

平成25年10月30日（水）～平成25年11月12日（火）

-

-

1枚200円

平成25年10月30日（水）

遊び方は次のようになっています。

券面左側の「赤ワク」の中をすべて削ってください。A・B・Cのどれでも横一列に同じ絵柄が3個出れば「当

たり」で、その絵柄に応じて当せん金が受け取れます。

これからも、「ちびまる子ちゃん」のキャラクターが続々と登場します。

「削って当てる宝くじ！」のスクラッチから、ますます目が離せませんね。



本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年10月号（第796号） 秋を彩る「幸運の女神くじ」

秋を彩る「幸運の女神くじ」

秋を彩る「幸運の女神くじ」が、23日（水）から今年も各ブロックで発売されます。

東京都宝くじ

関東・中部・東北自治宝くじ

近畿宝くじ

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

西日本宝くじ

1枚の価格は各200円。1等賞金はいずれも5,000万円で、これに前後賞各1,000万円がついており、1等と

前後賞合わせて7,000万円という豪華さです。

また、各ブロックとも特別賞「幸運の女神賞」（1万円）があり、こちらも注目ですね。

各ブロックの「幸運の女神くじ」の賞金条件は次のとおりです。

「幸運の女神くじ」（第2230回 東京都宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 50,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2本

1等の組違い賞 100,000円 29本

2等 1,000,000円 3本

3等 100,000円 60本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

幸運の女神賞 10,000円 9,000本

平成25年10月23日（水）～平成25年11月5日（火）

平成25年11月7日（木）

東京 宝くじドリーム館

1枚200円

平成25年11月12日（火）

「幸運の女神くじ」（第2291回 関東・中部・東北自治宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 50,000,000円 3本

1等の前後賞 10,000,000円 6本

1等の組違い賞 100,000円 237本

2等 1,000,000円 4本

3等 100,000円 80本

4等 50,000円 1,600本

5等 1,000円 80,000本

6等 200円 800,000本

幸運の女神賞 10,000円 16,000本

平成25年10月23日（水）～平成25年11月5日（火）

平成25年11月7日（木）

青森テレビ 本社スタジオ（青森県）

1枚200円

平成25年11月12日（火）

「幸運の女神くじ」（第2409回 近畿宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 50,000,000円 1本

1等の前後賞 10,000,000円 2本

宝くじ取次業者に注意！

宝くじを利用した振り込め詐欺

事件の発生



発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

発売期間：

抽せん日：

抽せん会場：

発売価格：

支払開始日：

1等の組違い賞 100,000円 29本

2等 1,000,000円 3本

3等 100,000円 60本

4等 30,000円 300本

5等 1,000円 30,000本

6等 200円 300,000本

幸運の女神賞 10,000円 9,000本

平成25年10月23日（水）～平成25年11月5日（火）

平成25年11月7日（木）

みずほ銀行 大阪中央支店

1枚200円

平成25年11月12日（火）

「幸運の女神くじ」（第2099回 西日本宝くじ）の当せん金・本数

等級等 当せん金 本数

1等 50,000,000円 2本

1等の前後賞 10,000,000円 4本

1等の組違い賞 100,000円 68本

2等 1,000,000円 6本

3等 100,000円 35本

4等 30,000円 700本

5等 1,000円 35,000本

6等 200円 350,000本

幸運の女神賞 10,000円 3,500本

平成25年10月23日（水）～平成25年11月5日（火）

平成25年11月7日（木）

みずほ銀行 福岡支店

1枚200円

平成25年11月12日（火）

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年10月号（第796号） 平成26年度宝くじ「幸運の女神」を募集

平成26年度宝くじ「幸運の女神」を募集

～次の女神は、あなたです。～

現在、平成26年度宝くじ「幸運の女神」を募集しています。宝くじの

夢と幸運のお届け役として昭和55年に誕生した宝くじ「幸運の女

神」ですが、今回は35期目の募集です。先輩女神の中には、この

女神での経験を生かして、その後、芸能界やマスコミの分野で活

躍している人もいます。これを機会に、どうぞご応募ください。

あなたの素敵な笑顔をお待ちしています。

平成26年度宝くじ「幸運の女神」の募集要項は次のとおりです。

【応募資格】

平成26年4月1日現在で20歳以上の女性。

※年間70日程度の平日地方出張が可能で、他の契約に優先して出演していただける方。

※採用後、他の仕事をする場合は、事前の承諾を必要とします。

※選ばれた方には、来年2月に5日間程度の研修に参加いただきます。

【採用人数】

6名程度。

【業務委託期間】

平成26年4月1日（火）～平成27年3月31日（火）

（抽せん会約5回、その他イベント約60回、依頼日数70日程度）

【業務の内容】

  ① 全国各地で行われる宝くじの抽せん会への出演（司会のアシスタント）

  ② マスコミへのあいさつ

  ③ 宝くじのPR活動、その他宝くじに関するイベント、テレビ・ラジオへの出演など

【待遇】

  ① 支度金50万円（手取り）

  ② ユニフォーム支給

  ③ 抽せん会などの宝くじのPR活動の出演1日当たり2万5千円（手取り）

  ④ 交通費・宿泊費は別途支給

【応募方法】

全国の宝くじ売り場などで配布しているチラシの裏面、および公式サイトに掲載している所定の応募用紙、

または市販の履歴書に以下の項目を記入し、L判のカラー写真2枚（正面顔写真、全身スナップ、いずれも

6ケ月以内に撮影したもので、裏面に氏名を記入）を添付のうえ、以下の応募先までお送りください。

<記入項目>

  ① 住所、氏名、生年月日、電話番号

  ② 最寄駅、および最寄駅までの交通手段

  ③ 職業、現在契約している仕事がある場合はその内容

  ④ 身長、体重

  ⑤ 何を見て応募したのか

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



※その他の項目もすべて記入してください。

※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。

【応募先】

〒104-8691　日本郵便株式会社　晴海郵便局　私書箱第197号

「幸運の女神」募集事務局

【公式サイト】

http ://www.takarakuj i-off ic ia l . jp/megami/bosyu/

【応募の締切】

平成25年11月30日（土）（当日消印有効）

【書類審査】

平成25年12月2日（月）～平成26年1月7日（火）予定

※書類選考の上、結果は郵送にて全員に通知いたします。

【最終審査】

平成26年1月27日（月）予定

※面接にて審査の上、決定いたします。なお、審査結果は本人に直接連絡いたします。

【個人情報の取扱に関して】

応募いただく際に記入された個人情報は、審査に関わる連絡等に使用いたします。許可なく他の目的に使

用することはありません。

【応募に関するお問い合わせ先】

「幸運の女神」募集事務局　電話03（3543）0591

月曜日～金曜日　9:30～17:30（祝日を除く）

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製、転載を禁止します。

制作・著作　全国自治宝くじ事務協議会

宝くじ取次業者に注意！

宝くじを利用した振り込め詐欺

事件の発生



ツイート 1,276 1万いいね！

HOME 宝ニュース H25年10月号（第796号） 「宝くじデザインコンテスト」開催

「宝くじデザインコンテスト」開催

宝くじデザインコンテスト
平成24年度の優秀作品決定！！

「宝くじデザインコンテスト」が、今年も東京と大阪の宝くじドリーム館で8月19日から9月13日までにわた

り、それぞれ約2週間ずつ開催されました。

これは、平成24年度に発売された宝くじ券・91枚（数字選択式宝くじ、スクラッチは除く）を東西宝くじドリー

ム館に展示し、来館の皆さまにご覧いただきながら、お好きな宝くじデザインをお選びいただき投票してい

ただいたものです。

そして、宝くじの種類ごとに、投票が最も多かったものを「優秀デザイン」と決定しました。このコンテストの

結果は今後の宝くじデザイン選定の参考とさせていただきます。

それぞれの優秀デザインは次のとおりです。

☆全国自治宝くじ

第619回（手塚キャラ宝くじ）

平成24年4月発売

☆東京都宝くじ

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ

ロト7…毎週金曜日抽せん

ロト6…毎週月・木曜日抽せん

ミニロト…毎週火曜日抽せん

ナンバーズ3…月～金毎日抽せん

ナンバーズ4…月～金毎日抽せん



第2180回（田谷 純　画／「東京ゲートブリッジ～東京港臨海道路(Ⅱ期)～平成24年2月12日開通」）

平成24年4月発売

☆関東・中部・東北自治宝くじ

第2241回（神本 和思　画／「山形新幹線開業20周年(山形県)平成24年7月1日」）

平成24年4月発売

☆近畿宝くじ

第2379回（斎藤 肇　画／初夢宝くじ）

平成24年12月発売

☆西日本宝くじ

第2069回（滝 令子　画／初夢宝くじ）

平成24年12月発売

☆レインボーくじ（地域医療等振興自治宝くじ）

第371回（鶴野 久男　画／日本の伝統野菜シリーズNO.9とんぶり(秋田県)）

平成24年7月発売
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平成24年度「高額当せん者の誕生ペース」

「宝くじに当たって億万長者になったという人って、ほんとうにいるんですよね？」とか「高額当せん者って、

どれくらいいるのかな？」などといった疑問をお持ちの方もいるかと思います。そうした皆さまの疑問に対し

て、平成24年度の場合でお答えしましょう。

なお、数字選択式宝くじの「ロト7」は平成25年4月からの発売のため、ここで紹介の数字の中には含まれて

いません。

平成24年度の1年間に、すべての宝くじで発生した「10万円以上の当せん本数」は26万8,348本でした。こ

のうち数字選択式宝くじ（ロト6、ミニロト、ナンバーズ）での当せん本数は9万1,973本でした。これほど多く

の高額当せん者が誕生しています。

次に、その内訳を当せん金額別に、より詳しく紹介しましょう（カッコ内の数字は、数字選択式宝くじの本数

です）。

10万円～100万円未満

24万6,592本（8万7,519本）

100万円～150万円未満

1万7,435本（2,216本）

150万円～500万円未満

311本（243本）

500万円～1,000万円未満

1,004本（549本）

1,000万円～2,000万円未満

1,332本（954本）

2,000万円～3,000万円未満

669本（236本）

3,000万円～4,000万円未満

292本（75本）

4,000万円～6,000万円未満

110本（45本）

6,000万円～1億円未満

87本（76本）

1億円～2億円未満

375本（41本）

2億円～4億円未満

51本（14本）

4億円

90本（5本）

以上のような結果になっていますが、これをもう一度整理しますと、次のようになります。

うち100万円以上

2万1,756本（4,454本）

うち1,000万円以上

3,006本（1,446本）

そして、今度はこれを「時間的にどれくらいの割合で、高額当せん者が誕生しているか」の視点でみてみま

ジャンボ宝くじ等…詳細はコチラ
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した。つまり、時間的に見た「高額当せん者誕生ペース」です。

1億円以上の高額当せん者誕生ペース

1日に1.4人（17時間に1人の割合）

1,000万円以上の高額当せん者誕生ペース

1日に8人（3時間に1人の割合）

100万円以上の高額当せん者誕生ペース

1日に59人（25分に1人の割合）

10万円以上の高額当せん者誕生ペース

1日に735人（2分に1人の割合）

おわかりいただけましたでしょうか。刻一刻と宝くじの高額当せん者が誕生しているのです。

あなたが高額当せん者となる順番も、すぐそこまできているかも知れませんね。
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平成24年度の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」

毎年好評をいただいている宝くじの「モデル・ラッキーナンバー」ですが、その平成24年度版がまとまりまし

た。さっそくお知らせしましょう。

平成24年度の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」は、

『組の下1ケタ1組152248番』と『組の下1ケタ1組156248番』の2つです。

この宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」は、いったい、どのような方法で割り出されたかを紹介しましょう。

平成24年4月から25年3月までの1年間に、すべての宝くじ（数字選択式宝くじは除く）で、賞金100万円以

上の当せん番号を決めるために、442個の6ケタ番号が抽せんされました。このうち「組の下1ケタ番号」ま

で抽せんされたのは430個でした。「モデル・ラッキーナンバー」はこれらの当せん番号を対象にして割り出

されました。

割り出し方法は、これらの当せん番号の一位、十位、百位、千位、万位（6ケタ番号のうち十万位は、すべ

て「1」なので省略）、組番号の一位と、バラバラにします。そのうえで「0から9まで」のうち、どの数字が何回

出たかを「出目表」を作成して集計しました。

そして「出目表」の集計結果から、各ケタで最も多く出た数字をひろいます。平成24年度の場合、それぞれ

の最多出目数字は、組下1ケタが「1」。万位は「5」で、千位は「2」と「6」が同回数で、百位は「2」で、十位は

「4」で、一位は「8」でした。これをつないだ結果、「組の下1ケタ1組152248番」と「組の下1ケタ1組156248

番」となり、この2つが平成24年度版の宝くじ「モデル・ラッキーナンバー」となります。

以上は、平成24年度の賞金100万円以上の当せん番号から割り出した集計結果です。

どうぞ、宝くじを楽しむための1つの材料にしてください。
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東京・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

11月22日（金） 12:00～12:50
スペシャル・コンサート

song of hope 希望のうた

寿「KOTOBUKI」

 ナビィ(ヴォーカル)

 ナーグシクヨシミツ(ギター

＆三線)

11月27日（水） 12:00～13:00

宝くじプレミアム・クラシック・コンサ

ート

世界の車箏から！

～コトコトと廻る音楽旅～

デュアール コト×コト

(箏デュオ)

 梶ヶ野 亜生

 山野 安珠美

11月25日(月)

～12月20日(金)
 

特別パネル展

AURORA 魅惑の天空ものがたり
写真家　坂本 昇久

大阪・宝くじドリーム館

月日 時間 テーマ 出演者等

11月9日（土） 12:15～13:00

ドリーム・コンサート

Honey Beeのほっこりコンサート

～さわやかコーラスをあなたに～

Honey Bee

 ヨーコ

 mitchi (みっち)

 ゆうこ

東条 慶子(キーボード)

11月28日（木） 16:00～17:00

トワイライト・宝くじプレミアム・コン

サート

イケメンB型4人組が贈る音楽の宝

箱！

クワチュール・ベー

(サクソフォーン四重奏)

 國末 貞仁(S.Sax)

 山浦 雅也(A.Sax)

 有村 純親(T.Sax)

 小山 弦太郎(Br.Sax)

11月11日(月)

～11月22日(金)
 

特別パネル展

AURORA 魅惑の天空ものがたり
写真家　坂本 昇久
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11月のテレビ抽せん会

テレビ抽せん会

月日 種別 放送局 会場 開場時間 放送時間 出演者

11月7日

（木）

関中東

第2291回

ATV

青森テレビ

青森テレビ

本社スタジオ

（青森県）

11:30 15:45～16:40 桑江知子
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支払期限間近の当せん番号（250万円以上）

11月30日までに支払期限のくる未払高額当せん金は次のとおりです。（9月3日現在）

支払期限 種別 回別 等級 当せん金（円） 組 番号 発売地

25.11.19 西日本 2065 1等 7,770,000 10 111670 福岡県

25.11.26 地医等 374 1等前後 10,000,000 79 182742 東京都
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