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あっせ ん
チケッ ト

チケットは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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t 国立�能楽堂1月定例公演�
能楽鑑賞レクチャー付き

1/19
FRI

歌人として有名だった武将平忠度の歌への執心を描いた夢幻能。 
開演前に伝統文化ジャーナリスト氷川まりこ先生が作品を分かりやすく解説。
演　　目	 狂言：鬼

おにの

	継
まま

子
こ

	 　　石田幸雄（和泉流）　野村萬斎（和泉流）	
能　：忠

ただ

　度
のり

	 　　佐野　登（宝生流）	
日　　時	 1月19日（金）18：30開演	

（17：45〜18：15国立能楽堂2階大講義室にて能楽鑑賞レクチャー）
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　2,000円（一般料金3,200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	 11月14日（火）必着
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初春歌舞伎公演1/8・13
MON  SAT

明るく華やかな国立劇場の初芝居！ 
初春歌舞伎公演は、小栗判官と照手姫の説話を題材とした『通し狂言 世界 
花小栗判官』の上演です。正月らしい華やかな舞台を、尾上菊五郎をはじ 
めお馴染みの顔触れでお届けします。お見逃しなく！
演　　目	 通し狂言『世界花小栗判官』
出　　演	 尾上菊五郎　尾上松緑　尾上菊之助　中村時蔵　ほか
日　　時	 1月 8日（月・祝）12：00開演	

1月13日（土）　		12：00開演
会　　場	 国立劇場大劇場（東京メトロ「半蔵門駅」「永田町駅」）
料　　金	 一等A席　6,300円（通常料金9,800円）
枚　　数	 各日12枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着
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新春の雅楽─舞楽法会
1/20

SAT

真言宗智山派聲名と舞楽、のべ11名の舞人が繰り広げる日本の総合舞台芸術をお楽しみください。
出　　演	 東京楽所（雅楽、舞楽）　真言法響会（声明）
曲　　目	 第一部　舞楽　平
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第二部　	舞楽　走舞番舞　蘭陵王（左方）納曽利（右方）	

聲明　合
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行
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曼
まん

荼
だ

羅
ら

供養聲明＝胎
たい

蔵
ぞう

界
さかい

・金
こん

剛
ごう

界
さかい

讃
日　　時	 1月20日（土）14：00開演
会　　場	 サントリーホール（東京メトロ「六本木一丁目駅」「溜池山王駅」）
料　　金	 S席　3,500円（通常料金6,000円）　※未就学児童入場はできません
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着

T
ic

k
e

t

「桂文枝�新春特撰落語会」1/6
SAT

毎年正月恒例の、桂文枝が創作落語を披露する落語会。 
ほっこりする人情話から爆笑ものまで、えりすぐりのネタを円熟の話芸でお届けします。 
有楽町で初笑いをお楽しみください。
出　　演	 桂文枝
日　　時	 1月6日（土）18：00開演
会　　場	 有楽町朝日ホール（JR等各線「有楽町駅」）
料　　金	 全席指定席　3,600円（通常料金5,000円）	

※未就学児の入場はお断りしております。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着
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ic
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e

t DRUM�TAO
2018�新春「ドラムロック�疾風�総出演」

1/20
SAT

23ヵ国・500都市、世界観客動員700万人。 
美しくも圧倒的なパフォーマンスと最新の映像テクノロジーが融合した2017年新作「ドラムロック疾風」が年明け
2018年1月、アーティスト総出演でさらに進化した公演をお届けします！
日　　時	 1月20日（土）13：00開演
会　　場	 Bunkamura	オーチャードホール（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 S席　6,000円（通常料金8,500円）	

※6歳未満のお子様のご入場はお断りさせていただきます。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着
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コロッケ特別公演
1/8
MON

毎年大好評のコロッケ特別公演が今年もやってくる！
笑いあり、涙ありのお芝居×ものまねショーの豪華二部構成。
2018年の笑い初めは明治座でどうぞ！
第 一 部 	初笑い　水戸黄門漫遊記　友情出演ウルトラマン	

出演：コロッケ　佐藤Ｂ作　奈良富士子　水町レイコ　横内正　ほか
第 二 部 	ものまねオンステージ（日替わりゲスト出演予定）
日　　時	 1月8日（月・祝）11：00開演
会　　場	 明治座（東京メトロ「人形町駅」「水天宮駅」都営地下鉄「人形町駅」「浜町駅」）
料　　金	 S席　7,600円（通常料金12,000円）
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着
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ミュージカル�『メンフィス』12/9
SAT

2010年トニー賞作品賞を含む4冠作品！ 
2015年公演時は連日のスタンディングオベーション！！ 
この年の演劇界をざわつかせた話題作！！！ 
待望の再演が決定！！！
演出・振付：ジェフリー・ページ ／演出・主演：山本耕史
出　　演	 山本耕史　濱田めぐみ　ジェロ　米倉利紀	

伊礼彼方　栗原英雄　根岸季衣　他	
日　　時	 12月9日（土）17：30開演
会　　場	 新国立劇場	中劇場（京王新線「初台駅」）
料　　金	 S席　8,300円（通常料金11,500円）　※未就学児入場不可
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着
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ニューイヤー・ミュージカル・コンサート�20181/6
SAT

世界各国で活躍するアーティストと共にお届けする、新年の幕開けにふさわしい 
ミュージカル楽曲だけのニューイヤー・コンサートにご期待ください。
予 定 曲 	雨に歌えば	

シャル・ウィ・ダンス（王様と私）	
サウンド・オブ・ミュージック	
メモリー（キャッツ）　他

日　　時	 1月6日（土）18：00開演
会　　場	 東急シアターオーブ（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 S席　7,000円（通常料金10,000円）	

※未就学児のご入場はご遠慮ください
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着

ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2017より／photo:�下坂敦俊
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t 東京フィルハーモニー交響楽団

「ニューイヤーコンサート2018」
1/3
WED

毎年完売の、お正月を華やかに彩る名曲コンサート。 
豪華賞品が当たるお年玉抽選会や、休憩中に客席やロビーを練り歩く獅子舞、 
お正月限定の桝酒なども。
指揮：阪	哲朗 ／ピアノ：仲道郁代 ／司会：朝岡聡
管 弦 楽 	東京フィルハーモニー交響楽団
曲　　目	 チャイコフスキー　ピアノ協奏曲第1番より第1楽章	

ラヴェル　ボレロ　他	
日　　時	 1月3日（水）15：00開演
会　　場	 Bunkamuraオーチャードホール（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 S席　4,700円（通常料金6,500円）	

※未就学児のご入場はご遠慮ください
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着

T
ic

k
e

t ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
ニューイヤー・コンサート2018

1/8
MON

「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世が創設。ウィンナワルツでは、ウィーン・フィルをも凌ぐ伝統を誇る名門！
指揮・ヴァイオリン：ヨハネス・ヴィルトナー
曲　　目	 こうもり序曲　ポルカ・シュネル「前へ」	

ワルツ「天体の音楽」　トリッチ・トラッチ・ポルカ	
ポルカ「雷鳴と電光」　ワルツ「美しく青きドナウ」　他

日　　時	 1月8日（月・祝）11：00開演	
開演前の「リハーサル見学」つき

会　　場	 東京オペラシティ	コンサートホール（京王新線「初台駅」）
料　　金	 S席　5,500円（通常料金8,500円）	

※未就学児の入場はお断りしております。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 11月14日（火）必着

お知らせ
お知らせ新規 伊東園ホテルズ　宿泊補助

平成29年12月1日宿泊分より、伊東園ホテルズにも宿泊補助を開始いたします。
●補助金額／	１泊につき3,000円（会員本人のみ）

●利用回数／	区民宿泊施設（湯河原千代田荘・メレーズ軽井沢）・かんぽの宿を含めて年度内４泊まで� �
（ライフサポート倶楽部の宿泊補助とは別途）

●利用方法／１．希望の施設に電話、	またはWeb予約をする。	その際必ず、	ゆとりちよだの会員であることをお伝えください。	

　　（利用日の6か月前の月の初日午前10時から受付。）	

　　（伊東園ホテルズWebサイト以外からのWeb予約、および旅行会社経由の申込不可。）	

２．ゆとりちよだ事務局に、会員本人分の補助券の発行申請をする。（補助券申込書は不要です。）	

　　（補助券は利用日の3か月前より発行できます。）	

３．利用当日は、チェックインの際に会員証提示と、補助券の提出をしてご宿泊ください。

ホームページ https://www.itoenhotel.com/

朝岡�聡仲道�郁代

阪�哲朗
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神聖ローマ帝国皇帝
ルドルフ2世の驚異の世界展

展覧会

本展ではジュゼッペ・アルチンボルドを始め、ルドルフ2世が愛好した芸術家たちの 
作品を中心に、 占星術や錬金術にも強い関心を示した皇帝の、 時に魔術的な魅力に満 
ちた芸術と科学の世界をご紹介します。

●会　期／	 2018年1月6日（土）～3月11日（日）	

※1月16日（火）、2月13日（火）は休館
●開館時間／	10：00～18：00（入館は17：30まで）	

※�毎週金・土曜日は21：00まで�
（入館は20：30まで）

●会　場／	 Bunkamura	ザ・ミュージアム（東京・渋谷）

●あっせん期間／	11月1日（水）〜2018年2月28日（水）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】	

※障害者手帳のご提示で割引料金あり。詳細は窓口でお尋ねください。
●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。

六本木開館10周年記念展
フランス宮廷の磁器　セーヴル、創造の300年

展覧会

ポンパドゥール夫人、マリー・アントワネット、ナポレオンなど、時の権力者に愛され続けたセーヴル磁器は、現在
もなおヨーロッパの世界的名窯のひとつの頂点に君臨しています。本展では「セーヴル陶磁都市」所蔵の貴重な名品に
よって、セーヴル磁器の華やかな魅力をご堪能いただきます。
●会　期／	 11月22日（水）～2018年1月28日（日）
●開館時間／	10：00～18：00	

※金・土および11月22日（水）、�1月7日（日）は20：00まで開館。ただし、�12月29日（金）は18：00まで開館。�
※いずれも入館は閉館の30分前まで

●会　場／	 サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア3F）
●あっせん期間／11月1日（水）〜2018年1月19日（金）まで	

※売切れ次第終了
●料　金／	 前売券　一般　800円（当日券1,300円）	

【1会員4枚まで】	

※中学生以下無料�
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方�
　1名様のみ無料

●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。

マリー・アントワネットのための乳房のボウル（ランブイエの酪
農場のためのセルヴィスより）　ルイ・シモン・ボワゾ、ジャン＝
ジャック・ラグルネ　1787-88年　セーヴル陶磁都市
Photo�©�RMN-Grand�Palais�（Sèvres,�Cité�de�la�céramique）�
/�Martine�Beck-Coppola�/�distributed�by�AMF

� ジュゼッペ・アルチンボルド
� 《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ2世像》�
� 1591年、油彩・板、�
� スコークロステル城、スウェーデン
� Skokloster�Castle,�Sweden

� ハンス・フォン・アーヘン作のコピー
� 《ハプスブルク家、神聖ローマ帝国
� 皇帝ルドルフ2世の肖像》
� 1600年前後、油彩・キャンヴァス、
� スコークロステル城、スウェーデン
� Skokloster�Castle,�Sweden
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展覧会

「あなたのドラえもんをつくってください」
2017年11月TOKYOで、このコンセプトに共鳴した 
28組のアーティストが集い、「ドラえもん」への思いが詰まった 
世界にひとつだけのアート作品を発表します。

●会　期／	 11月1日（水）～2018年1月8日（月・祝）　※会期中無休
●開館時間／	10：00～20：00（火曜日は17：00まで）　※入館は閉館の30分前まで
●会　場／	 森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）

●あっせん期間／11月1日（水）〜12月22日（金）まで　※売切れ次第終了
●料　金／	 前売券　一般　1,200円（当日券1,800円）	

【1会員4枚まで】	

※3歳以下は入場無料�
※障がい者手帳をお持ちの方と介助者（1名まで）は当日入館料半額。

●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。

第2回　図書カードNEXT
図書カード

今年度第2回目の図書カードのあっせんです。 
カードの有効期限は10年となります（カード裏面に印刷）。 
第１回販売で当選した方もご応募いただけます！

●販売カード／5,000円カード

●あっせん価格／4,400円

●あっせん枚数／500枚　1会員2枚まで（申込多数の場合抽選）

●申込期限／	往復はがき又はホームページより希望枚数を書いて申込	

11月1日（水）〜11月11日（土）必着

●当落通知／	11月14日（火）頃、申込方法でお知らせします。

●引取期間／	11月17日（金）～11月29日（水）〈代引発送　11/17（金）頃〉

事務局からのお願い
当選後のお引き取りは、期間内（11/17〜11/29）にお願いいたします。
期間内の引取が難しい場合、11/29迄にお電話（03-3294-8558）ください。

� 村上隆「あんなこといいな　出来たらいいな」（部分）
� ©2017�Takashi�Murakami/Kaikai�Kiki�Co.,Ltd.�All�Rights�Reserved.
� ©Fujiko-Pro



※ご利用開始は、ゆとりちよだ入会の翌月からとなります。



※11月号のお申し込みは11月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第152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

（8）

11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

運慶展 11月17日まで 1,000円（一般）／会期11月26日まで

あっせん期間内4枚までゴッホ展 12月20日まで 900円（一般）／会期1月8日まで

北斎とジャポニスム展 1月19日まで 1,000円（一般）／会期1月28日まで

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

古代アンデス文明展 1月31日まで 1,000円（一般）／会期2月18日まで あっせん期間内4枚まで

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／3月31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 1,300円（大人）／3月31日まで有効

スパ　ラクーア 1,700円（平日券・一般）／4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）／3月31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）／3月31日まで有効 前後期各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／12月31日まで有効
前後期各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／12月31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）

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11月1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）、29日（水）は、午後7時まで営業いたしております。

東京ディズニーリゾート
「サンクス・フェスティバル」パスポート

●利用期間（入園期間）●

2017年12月1日（金）～12月29日（金）の平日 
2018年1月5日（金）～2月28日（水）の全日
●パスポート購入方法●

「パスポート購入申込書」をチケット販売窓口にご提出ください。購入申込書1枚につき5名様までご購入可能です。
※有効期間内のコーポレートプログラム利用券をお持ちの方は、併用可能です。購入申込書と併せてご提出ください。
※購入申込書のご提出がない場合、特別料金は適用されませんのでご注意ください。

1 0 1 4

公益社団法人ゆとりちよだ
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