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ゆとりちよだ窓口でチケット等を購入される際は、必ず会員証をご持参ください

� 平成29年6月発行

あっせ ん
チケッ ト

往復はがき又はホームページでお申込みください。
ご利用は会員と同居のご家族に限ります。チケット当選後のキャンセルはできま
せん。枚数欄の（　）書き数字は一会員の申込上限です。なお、申込多数の場合は、
抽選となります。
（抽選結果は、申し込み締め切り3日後を目途にお知らせいたします。）
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平成29年度8月　国立能楽堂企画公演8/3
THU

8月3日企画公演〈働く貴方に贈る〉は、大人を対象にした能楽入門の公演です。 
対談又は実演を通して能の世界に親しまれた後、狂言と能の名作をお楽しみ下さい。
演　　目	 対談又は実演	

狂言：鴈
がん

　礫
つぶて

　佐藤　友彦（和泉流）	
能：鵺

ぬえ

　大村　定（喜多流）
日　　時	 8月3日（木）19：00開演（21時30分頃終演予定）
会　　場	 国立能楽堂（JR線「千駄ヶ谷駅」、大江戸線「国立競技場駅」）
料　　金	 脇正面席　3,000円（一般料金4,100円）　※未就学児童の入場はご遠慮願います。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着
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ブラスト！ ：ミュージック・オブ・ディズニー8/19
SAT

魅せる音楽集団「ブラスト！」がディズニー音楽で贈る究極のエンターテインメント！ 
2003年夏の日本初上陸以来その人気を不動のものとしたブラストシリーズ 
マーチングバンドやドラム・コーのエンターテインメント性を高めた、 
視覚と聴覚を刺激する迫力のステージ！ 
12種類以上の金管楽器と51種類ものパーカッションを駆使するパフォーマーと、 
ビジュアルアンサンブルと呼ばれるフラッグやバトンなど様々な道具を操る 
ダンサーたちの究極のアンサンブル！！
日　　時	 8月19日（土）13：00開演
会　　場	 東急シアターオーブ	（JR等各線「渋谷駅」）
料　　金	 S席　8,500円（通常料金11,500円）　※3歳未満入場不可
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14（水）必着

©Disney
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　　　　　 アラモードドリームステージ」
8/26

SAT

子どもたちに大人気の『キラキラ☆プリキュアアラモード』が、 
みんなで楽しめる、歌とダンスいっぱいのステージに登場します！

日　　時	 8月26日（土）14：00開演
会　　場	 新宿文化センター大ホール	

（大江戸線「東新宿駅」東京メトロ「新宿三丁目駅」）
料　　金	 S席　1,500円（当日料金3,000円）	

※3歳以上有料、2歳以下膝上無料。�
　ただし、席の必要な場合は有料。

枚　　数	 60枚（1会員4枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着
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t 2017年 三越夏休みファミリー劇場
ミュージカル『人魚姫』

7/22・23
SAT  SUN

国境のない純真な愛の物語

出　　演	 安達星来（人魚姫）　瀬戸内美八（魔女）　河村唯（隣国の王女）	
劇団東少

日　　時	 7月22日（土）11：15開演	
7月23日（日）14：30開演

会　　場	 三越劇場（東京メトロ「三越前駅」）
料　　金	 S席　3,000円（通常料金4,200円）	

※満3歳以上、有料。
枚　　数	 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着
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劇団角笛　第54回公演
角笛シルエット劇場

7/22
SAT

こどもの心に　いつまでも残る　わかりやすく　たのしく　美しい影絵劇 
　「ごんぎつね」：詩情豊かな影絵で織りなす不朽の名作　声の出演/市原悦子　他 
　「つのぶえのうた」：楽しさいっぱいの童謡ファンタジー　クックちゃんとお散歩。 
　「赤ずきん」：世界でおなじみの童話　声の出演/横沢啓子　肝付兼太　他

劇団角笛がお贈りする歌と影絵のファンタジーをお楽しみください

うたと司会：たいらいさお ／稲村なおこ
日　　時	 7月22日（土）10：30開演	

※上演時間：1時間50分（休憩2回含）
会　　場	 日経ホール（東京メトロ・都営地下鉄「大手町駅」）	

※�3歳以上有料、2歳以下は大人1名につき1名まで膝上無料。�
ただし、お席が必要な場合有料

料　　金	 全席指定　1,500円（通常料金3,000円）
枚　　数	 30枚	（1会員4枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着

ⒸABC-A・東映アニメーション
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プリンスアイスワールド　2017「東京公演」7/15・16
SAT  SUN

日本で、世界で活躍するトップスケーターとオリンピックで活躍したゲストを迎え、 
華麗に氷上を舞います。プリンスアイスワールドは、1978年に誕生した日本初の 
アイスショーです。 
エンターテインメントとしてのフィギュアスケートの魅力を存分にお楽しみください。

キャスト	 プリンスアイスワールドチーム　荒川静香　本田武史
ゲ ス ト	 安藤美姫　町田樹　小塚崇彦　ほか	

＊今後の出演者追加は、ホームページをご参照願います
日　　時	 7月15日（土）11:00開演	

7月16日（日）11:00開演
会　　場	 ダイドードリンコアイスアリーナ（西武新宿線「東伏見駅」）
料　　金	 SS席　10,000円（通常料金13,000円）
枚　　数	 各日　10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着
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t ドラムストラック
DRUM STRUCK

8/19
SAT

リズムの真髄を体感せよ！！ 
ニューヨークを震撼させた体感型ドラムエンタテインメント！ 
客席全員でジェンベを叩きまくれ！！

日　　時	 8月19日（土）13：00開演
会　　場	 天王洲　銀河劇場（りんかい線、東京モノレール「天王洲アイル駅」）
料　　金	 全席指定席	 　大人	 6,000円（通常料金8,300円）	

　　　　　18歳以下	 3,500円（通常料金5,200円）
枚　　数	 20枚（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着
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t ミュージカル
『ビューティフル』

8/20
SUN

世界でロングランを続ける大ヒットミュージカルが日本初上陸！ 
世界的なシンガーソングライター、キャロル・キングの半生を描く感動の物語

出　　演	 平原綾香　中川晃教　伊方彼方　ソニン　武田真治　剣幸　他
日　　時	 8月20日（日）17：30開演
会　　場	 帝国劇場（JR線「有楽町駅」）
料　　金	 Ｓ席　10,000円（通常料金13,000円）	

※お土産付き�
※未就学児童の入場はご遠慮願います。

枚　　数	 10枚	（1会員2枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着

©東宝演劇部
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t 親子で楽しむ夏休みバレエまつり

〜キエフ・バレエ〜
8/4
FRI

多くのスターダンサーを輩出した名門・ウクライナ国立バレエ団が、数ある 
古典的名作の中から名場面をハイライトで上演。司会のお姉さんによるあら 
すじ解説付きなので、お子様から大人まで親子で本格的なクラシック・バレ 
エを楽しみいただける大人気公演です！

予定プログラム：�「白鳥の湖」より第1幕2場�
「眠りの森の美女」第3幕より�
「くるみ割り人形」第2幕より�
「瀕死の白鳥」�
「人形の精」より�
「サタネラ」よりグラン・パ・ド・ドゥ　他

出演予定	 エレーナ・フィリビエワ、カテリーナ・カザチェンコ、	
オレシア・シャイターノワ、ニキータ・スハルコフ　他　キエフ・バレエ

日　　時	 8月4日（金）15：00開演
会　　場	 東京文化会館　大ホール（JR線、東京メトロ「上野駅」）	

※4歳以上のお子様からご入場できます。演奏は特別録音音源を使用します。
料　　金	 全席指定　5,000円（通常料金7,000円）
枚　　数	 20枚	（1会員4枚まで）
申込期限	 6月14日（水）必着

東京湾納涼船2017
クルーズ

東京湾の夏の風物詩『東京湾納涼船』が、この夏もまた、やってきます。

●利用期間／7月1日（土）〜10月9日（月・祝）まで

●料　金／　�大人�1,600円　　中高生�700円　　小学生�300円�

　※未就学児無料 
　（通常料金　大人2,600円　中高生1,050円　小学生550円） 
　※生ビール、ワイン、各種サワー、ソフトドリンクの飲み放題。 
　　（フードは別料金） 
　【1会員6枚まで】

●販売期間／6月1日（木）〜9月29日（金）まで　※売切れ次第終了

●航　路／� �19：15 竹芝桟橋発 〜 東京湾内周遊 〜 21：00 竹芝客船ターミナル帰着�

〔竹芝 〜 レインボーブリッジ 〜 お台場 〜 大井埠頭 〜 羽田空港 〜 東京ゲートブリッジ・折返し〕

●利用方法／�①東海汽船納涼船予約係（☎03-3437-6119）へ乗船日を予約する。�

　◆受付時間◆　9：30〜20：00（年中無休）�

②予約完了後、ゆとりちよだで乗船券引換券を購入する。�

③乗船日当日、竹芝客船ターミナル窓口で乗船券引換券を乗船券と引換えて乗船する。�

※東京湾納涼船のホームページより空き状況が確認できます。 
※乗船希望日の1ヶ月前同日より予約受付開始！

●購入方法／�東海汽船にて予約完了後、「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上、ご購入ください。�

電話予約（取置き10日間程度、キャンセル不可）、代引配送もできます。
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ボストン美術館の至宝展
東西の名品、珠玉のコレクション

展覧会

ボストン美術館が誇る古今東西の至宝80点が集結！
●会　期／� 7月20日（木）〜10月9日（月・祝）
●開室時間／��9：30〜17：30　�

※金曜日は20：00まで 
　7月21日、 28日、 8月4日、 11日、 18日、 
　25日は21：00まで 
※入室は閉室の30分前まで

●休室日／� 月曜日、9月19日（火）�
（ただし、�8月14日（月）、�9月18日（月・祝）、�
10月9日（月・祝）は開室）

●会　場／� 東京都美術館　企画展示室（東京・上野公園）
●あっせん期間／6月1日（木）〜9月29日（金）まで�

　　※売切れ次第終了
●料　金／� 前売券� 一般　1,000円（当日券1,600円）�

【1会員4枚まで】�

※中学生以下は無料。 
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添い 
　の方（1名まで）は無料。 
※8月16日（水）、9月20日（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。当日は混雑が予想されます。 
※毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日とし、18歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は 
　一般当日料金の半額。 
＊いずれも証明できるものをご持参ください。

●購入方法／�「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上ご購入ください。電話予約（取置き10日間程度・キャンセル不可）、代
引配送もできます。

アルチンボルド展
展覧会

ジュゼッペ・アルチンボルド（1526-1593年）は、16世紀後半にウィーンとプラ
ハのハプスブルク家の宮廷で活躍した、イタリア・ミラノ生まれの画家です。 

「アルチンボルド」の名は何よりも、果物や野菜、魚や書物といったモティーフ
を思いがけないかたちで組み合わせた、寓意的な肖像画の数々によって広く記
憶されています。
●会　期／　6月20日（火）〜9月24日（日）
●開館時間／�午前9時30分〜午後5時30分（金・土曜日は午後8時まで）�

※入館は閉館の30分前まで
●休館日／　�月曜日、7月18日（火）�

　（ただし、7月17日（月）、8月14日（月）、9月18日（月）は開館）

●会　場／　国立西洋美術館（東京・上野公園）
●あっせん期間／6月1日（木）〜9月15日（金）まで　※売切れ次第終了
●料　金／　�前売券　一般　1,000円（当日券1,600円）【1会員4枚まで】�

　※中学生以下は無料。 
　※ 心身の障害がある方とその付き添い者1名は無料（入館の際に障がい

者手帳をご提示ください）。
●購入方法／�「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上ご購入ください。�

電話予約（取置き10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

（左）�フィンセント・ファン・ゴッホ　《郵便配達人ジョゼフ・ルーラン》� �
1888年 �Gift�of�Robert�Treat�Paine,�2nd,�35.1982

（右）�フィンセント・ファン・ゴッホ　《子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルー
ラン夫人》　1889年 �Bequest�of�John�T.�Spaulding,�48.548�

All�Photographs�ⓒ�2017�Museum�of�Fine�Arts,�Boston

ジュゼッペ・アルチンボルド《春》1563年�
マドリード、王立サン・フェルナンド美術アカデミー美術館　�
©�Museo�de�la�Real�Academia�de�Bellas�Artes�de� �
San�Fernando.�Madrid



※6月号のお申し込みは6月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第147号】

ゆとりちよだ窓口でチケット等を購入される際は、必ず会員証をご持参ください

（6）

夏の食事券
抽選や当落通知はありません

利 用 方 法

ホームページまたは
往復はがきで申込み ➡ ゆとりちよだ事務局より

申込完了の通知が届く ➡ ゆとりちよだで
食事券を購入 ➡ 「ゆとりちよだ食事券利用」

と伝えて予約 ➡ 当日店舗に
食事券を提出

●申込期間／6月1日（木）〜14日（水）必着

●利用期間／平成29年7月1日（土）〜8月31日（木）

●引取期間／《窓口》6月19日（月）〜6月30日（木）（要会員証提示）�

  代表者がまとめて引取る場合は全員分の会員証をご提示下さい（コピー可） 
《代引郵送》6月20日（火）頃発送予定（有料470円〜）

●購入可能数／1会員4枚まで（総数が4枚までなら複数のレストランへの申込みも可）

●申込方法／ホームページ・往復はがき

●注意事項／�※申込みいただいた全員の食事券をご用意します。抽選はありません。 
※ゆとりちよだ事務局からの自動返信メール、又は返信はがきが届いた時点で申込完了です。 
　届かない場合は事務局までお問合せ下さい。なお、申込期間終了後のキャンセルや変更はできません。 
※食事券は税・サービス料込です。 
※店舗や料理の画像はイメージです。食材の都合により、メニュー内容が変更になる場合があります。

●食事券年間予定／秋の食事券：�9月号募集・利用期間10月〜11月末�

　　　冬の食事券：�12月号募集・利用期間1月〜2月末

ホテルグランドパレス� レストラン＆カフェ　カトレア
九段下・飯田橋 各駅より徒歩1〜7分

TEL.03-3264-1111㈹

昨年夏にリニューアルし、シックでモダンなニューヨークスタイルの店内に。 
魚料理や肉料理の他、和洋中バラエティに富んだメニューと、シェフが目の前で仕上げるライブブッフェもお楽しみ
いただけます。

●利用除外日	8/15（火）〜8/20（日）工事につき全館休館

LUNCH BUFFET
ランチ ブッフェ

1,800円（一般料金3,200円）

DINNER BUFFET
ディナー ブッフェ

3,000円（一般料金4,700円）
4名以上の予約でボトルワイン1本サービス
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小田急ホテルセンチュリーサザンタワー� レストラン「トライベックス」
新宿駅より徒歩3分

TEL.03-5354-2177

活気あるオープンキッチンから作り出される、素材の持ち
味を存分に引き出したフレンチテイストの料理を、地上
100mから広がる景色を眺めながらお召し上がりいただけ
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディナーイメージ

ホテル椿山荘東京� 石焼料理　木春堂（もくしゅんどう）
江戸川橋駅より徒歩約10分／目白駅からバス約10分

レストラン予約：TEL.03-3943-5489 （9:00〜20:00）

庭園の木立の奥にひっそりと佇む「木春堂」。半世紀以上 
の時の移ろいを刻んだ、昭和モダン雰囲気の中、富士山 
の溶岩から切り出したプレート「富士山溶岩石」で焼き上 
げる石焼会席をお召し上がりいただけます。 
溶岩石で焼くと、遠赤外線効果で食材はふっくら、余分 
な脂肪を溶岩が吸収するためヘルシーです。

（ワンドリンク付：生ビール、スパークリングワイン、ソフトドリンク 
よりお選びください。）

� ※仕入れ状況によりメニューは変更になる場合がございます。�
� 写真はイメージです。

LUNCH
石焼ランチ〜木立〜

4,500円�
（一般料金6,050円�＋�ドリンク1,000円相当）

前菜・お造り一種・焼物（肉・野菜）・温物・
ご飯・止め椀・香の物・デザート

LUNCH
トライベックスランチ

2,600円（一般料金4,000円）
前菜・魚料理・肉料理・サラダバー・

デザート・コーヒーまたは紅茶

DINNER
石焼会席〜富士〜

6,900円�
（一般料金8,800円�＋�ドリンク1,000円相当）

前菜二種・焼物（肉・魚介類・野菜）・箸休め・温物・
ご飯・止め椀・香の物・デザート

DINNER
プリフィックスディナー

4,600円（一般料金6,980円）
一口オードブル・前菜（5種より選択）・パスタ・

メインディッシュ（6種より選択）・
デザート（5種より選択）・コーヒーまたは紅茶
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巨人戦のチケットを格安であっせんします！ 
〈第2弾〉

野球観戦

東京ドーム開催の巨人戦のチケットを格安な料金であっせんいたします。第2弾は8月開催の阪神戦3試合です。シー
ズンシートで外れた方、申し込むのを忘れた方是非この機会にお申し込みください。 
※〈第3弾〉は9月開催のヤクルト戦の予定です。
●対象試合／	①	8月25日（金）　阪神戦　18時開始　B席　10枚�

②	8月26日（土）　阪神戦　18時開始　B席　10枚�
③	8月27日（日）　阪神戦　14時開始　B席　10枚

●料　金／� 1席　2,900円
●申　込／� 往復はがき又はホームページで申込　6月15日（木）必着�

1人1試合2枚単位で申込。応募多数の場合は、抽選となります。（6月20日頃結果通知）

2017  明治安田生命Jリーグ  観戦チケット
（7月開催試合）のあっせん

サッカー観戦

●席種及び料金／ ホームA自由
またはホーム自由席

	大　人　	1,600円（当日券2,600円〜2,900円）
	小中学生　	400円（当日券800円〜1,200円）

●対象試合／ 主催チーム 月　日 対戦チーム キックオフ 会　　場

FC東京 7月 8日（土） 鹿島アントラーズ 19：00 味の素スタジアム
7月30日（日） アルビレックス新潟 19：00 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 7月 5日（水） 浦和レッズ 19：00 等々力陸上競技場
7月29日（土） ジュビロ磐田 19：00 等々力陸上競技場

横浜Ｆ・マリノス 7月 8日（土） サンフレッチェ広島 19：00 日産スタジアム
7月29日（土） 清水エスパルス 19：00 日産スタジアム

●申込期間／��往復はがき又はホームページで申込　6月12日（月）必着�

●往復はがきの場合は、主催チーム名・試合日と大人・小中学生の枚数を書いてお申込ください。�
●ホームページの場合は、試合日を選択して大人・小中学生の枚数を入力してください。�
●各試合30枚まであっせんします。（1会員各試合4枚まで）�
●応募多数の場合は、抽選となります。

6月窓口 チケッ トをあっせん販売しています
施　　設　　名 あっせん期間 会員・家族料金 1会員の購入できる枚数等

レオナルド×ミケランジェロ展 6月16日まで 1,200円（一般）／会期9月24日まで あっせん期間内4枚まで大エルミタージュ美術展 1,000円（一般）／会期6月18日まで
木更津市　江戸川海岸　潮干狩り 8月10日まで 1,000円（大人船付）500円（小人船付）800円（大人）400円（小人）／8月11日まで あっせん期間内6枚まで
ジャコメッティ展 8月31日まで 1,000円（一般）／会期9月4日まで あっせん期間内4枚まで
東京・ミュージアムぐるっとパス2017 1月26日まで 1,500円（大人）／3月31日まで有効 年間6冊まで
国立演芸場 3月20日まで 1,100円

月6枚・年30枚まで

としまえん

年間を通じて
購入できます

1,500円（中学生以上）※3歳以上有料／9月30日まで有効
西武園ゆうえんち 700円（大人・こども共通券）※3歳以上有料／3月31日まで有効
サンシャイン水族館 1,000円（大人）／6月30日まで有効
スパ　ラクーア 1,700円（平日券・一般）／11月4日まで有効　
東京ドームシティ得10チケット 2,300円（大人・こども共通券）／9月30日まで有効
東武動物公園 1,700円（大人・こども共通券）※3歳以上有料／3月31日まで有効
スパリゾート　ハワイアンズ 600円（大人・こども・幼児共通券）／9月30日まで有効 前期8枚まで
マダム・タッソー東京 1,000円（大人・こども共通券）※3歳以上有料��※小学生以下のみの入場不可／6月30日まで有効 前期10枚までレゴランド（お台場） 1,300円（大人・こども共通券）※3歳以上有料��※大人のみの入場不可／6月30日まで有効
ラフィネ　ランニングスタイル 300円　※更衣ロッカーとシャワーブース（ランナー以外でも利用可）／購入日から6か月有効 月10枚・年60枚まで
区立プール 400円（大人） 月10枚・年60枚まで

購入方法	 	「ゆとりちよだ」事務局窓口で、会員証を提示の上ご購入ください。	
また、電話での予約（取り置きは10日間程度）や、代引配送も承っております。

営業時間	 	午前9時から午後5時までです。（土・日・祝日は休み）	
※ただし、6月7日（水）、14日（水）、21日（水）、28日（水）は、午後7時まで営業いたしております。


