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山梨県�
�さくらんぼ狩りと清里�清泉寮ランチ　バスツアー

バスツアーのご案内

旬の味覚をはじめ、美味しいものを楽しんでいただけるバスツアー。 
さくらんぼ狩りの後は、清泉寮で洋食ランチ。「地産地消の味覚」を
コンセプトに、地元の農家さんが丹精込めて育てた野菜と『山梨県産
ポークグリル』のセットをいただきます。 
午後のシャトレーゼ白州工場（自由見学）では、あんこやアイスクリー
ムの製造風景をガラス越しに見学ができ、無料でアイスクリームの試
食をお楽しみいただけます。

●行　　程／ 千代田区役所前
（7：30出発）  ➡ フルーツバスケット原

さくらんぼ狩り食べ放題 ➡ 道の駅 南きよさと
（買物）

➡ 清里 清泉寮
（昼食・買物）

➡ シャトレーゼ白州工場
（見学・試食・買物）

➡ 千代田区役所前
（18:00着予定）

●日　　時／6月24日（日）（雨天決行）
●集　　合／千代田区役所前　午前7時15分
●旅行代金／�会員本人　　　5,700円� �

会員の家族　　6,700円� �
関係者・区民　8,700円� �
※料金にはバス代・昼食代・果物狩り代等を含みます�

●募集人数／�80人（最少催行人数30名・区民枠含む）� �
応募多数の場合は抽選

●申込方法／�【はがき】【メール】【FAX】で直接下記の旅行業者にお申込みください（ゆとりちよだへの申込ではありません）�
記入内容①さくらんぼバスツアー　②会員名・会員番号　③参加人数　④参加者全員の氏名・年齢・性別・続柄
または会員番号　⑤参加代表者の日中連絡先　⑥参加代表者の郵便番号・住所

●申 込 先／�【官製はがき】（株）パンプキントラベル　〒160-0004東京都新宿区四谷1-13カタオカビル1階�
【FAX】03-5367-2345　　【メール】�nishimura@pumpkintv.co.jp

●申込期限／5月16日（水）必着
●当落通知／5月28日頃発送予定
● �そ の 他／※�当選者には詳しい内容とお支払い等のご案内書面を（株）パンプキントラベルより送付します。�

※�参加料金のお支払いは、（株）パンプキントラベルの指定口座にお振込みください。�
※�天候、その他不可抗力により、時間・行程等が急きょ変更になる場合があります。�
※�6月14日（木）以降のキャンセルは所定の取消手数料が掛かります。�
※�当日は（株）パンプキントラベルの添乗員が同行いたします。

【旅行企画・実施】 株式会社パンプキントラベル 東京都知事登録旅行業2-4719号
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目13番地カタオカビル1階　TEL03-5367-2271

※イメージ
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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。）

T
ic
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t 国立劇場
30年7月歌舞伎鑑賞教室〈プログラム・歌舞伎のみかた付〉

7/8・15
SUN  SUN

はじめての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付き！ 
出演者による解説と、名作・名場面のご鑑賞の二本立てでお楽しみください。

演　　目�「解説　歌舞伎のみかた」�
名作の上演

出　　演� 鋭意選定中�
演目、出演者は国立劇場HPでご確認ください。�
http://www.ntj.jac.go.jp/kansyoukyousitu/kokuritsu.html

日　　時� 7月 8日（日）14：30開演�
7月15日（日）11：00開演

会　　場� 国立劇場（東京メトロ「半蔵門駅」「永田町駅」）
料　　金� 一等席　2,500円（通常料金4,000円）
枚　　数� 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限� 5月14日（月）必着

�
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平成30年度　7月　国立能楽堂普及公演7/7
SAT

7月は、《月間特集・能のふるさと・越路》。 
夜更けの越後の山奥に現れた女は、山に棲む精霊か…。 
歌舞伎・邦楽に影響を与え 

「山姥物」と呼ばれる一大ジャンルを築いた名作「山姥」等、 
越路（北陸道）と縁の深い能と狂言をご覧いただきます。 
演目にちなんだお話と解説もお楽しみに。

演　　目� 解説：能楽あんない�
狂言：佐

さ

渡
ど

狐
ぎつね

　　野村又三郎（和泉流）�
　能：山

やま

　姥
んば

　　金井雄資（宝生流）
日　　時� 7月7日（土）13：00開演（15時30分終演予定）　
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� GB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� 5月14日（月）必着
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T
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t 世田谷パブリックシアター

─狂言劇場　特別版　狂言『楢山節考』
6/30

SAT

古典芸能という枠にとどまらない「“舞台芸術＝パフォーミングアーツ”としての狂言」をコンセプトに、劇場内に 
特設能舞台を設置して上演を行う狂言劇場が、この度特別版として4年ぶりに登場します！

演　　目� 狂言「呼
よび

声
ごえ

」　　　出演：野村万作　野村太一郎　中村修一�
狂言「楢

なら

山
やま

節
ぶし

考
こう

」　出演：�野村万作　野村萬斎／石田幸男�
ほか万作の会

日　　時� 6月30日（土）14：00開演
会　　場� 世田谷パブリックシアター（東急田園都市線「三軒茶屋駅」）
料　　金� Ｓ席（1階席、2階席）　5,000円（通常料金8,000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� 5月14日（月）必着
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劇団四季　ディズニーミュージカルコメディ
『ア ラ ジ ン』

7/14
SAT

魔法のランプに導かれ動き出す運命…… 
ロマンス、冒険、コメディそして鳴りやまない喝采。 
感動のすべてが詰まったミュージカル超大作。

出　　演� 劇団四季�
日　　時� 7月14日（土）13：00開演
会　　場� 大同生命ミュージカルシアター�

電通四季劇場［海］（JR線等「新橋駅」）
料　　金� Ｓ席　9,000円（通常料金11,880円）
枚　　数� 20枚（1会員2枚まで）
申込期限� 5月14日（月）必着�

T
ic

k
e

t DRUM TAO　2018　新作舞台
「RHYTHM of TRIBE～時空旅行記～」

7/21
SAT

24ヵ国・500都市、世界観客動員800万人に迫る！ 
日本の伝統芸能をさらに進化したエンターテインメントとして、 
あらゆる想像を覆す最先端の「THE日本エンターテインメント」 
新作舞台をお届けします。

日　　時� 7月21日（土）14：00開演
会　　場� 豊洲PIT�（ゆりかもめ線「新豊洲駅」東京メトロ「豊洲駅」）
料　　金� 全席指定　6,500円（通常料金9,000円）�

※1ドリンク付き 
※6歳児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� 5月14日（月）必着

撮影：政川慎治

撮影：荒井健　©Disney



※5月号のお申し込みは5月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第158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

（4）
T

ic
k

e
t

LET IT BE ～レット・イット・ビー～6/16・17
SAT  SUN

ビートルズトリビュートライブの決定版「レット・イット・ビー」2018年再来日決定！ 
永遠の名曲約40曲でつづる、熱狂と感動のステージ！

予 定 曲� LET�IT�BE　他
日　　時� 6月16日（土）13：00開演�

6月17日（日）13：00開演
会　　場� 東急シアターオーブ（JR線等「渋谷駅」）
料　　金� Ｓ席　5,800円（通常料金8,500円）�

※3歳以下入場不可、4歳以上有料　
枚　　数� 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限� 5月14日（月）必着�

T
ic

k
e

t 10周年記念　
三山ひろし　リサイタル

6/17
SUN

心に響く温もりの声、ビタミンボイス三山ひろしが明治座に登場！

出　　演� 三山ひろし
日　　時� 6月17日（日）13：00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　5,800円（通常料金9,000円）
枚　　数� 10枚（1会員2枚まで）
申込期限� 5月14日（月）必着�

�
�

T
ic

k
e

t

大谷康子＆スロヴァキア国立放送交響楽団6/24
SUN

聞く、感じる、心が震える！「本物」の感動を

曲　　目� スメタナ：「モルダウ」�
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲�
ドボルザーク：交響曲第9番「新世界より」

日　　時� 6月24日（日）15：00開演　
会　　場� 練馬文化センター大ホール（西武線等「練馬駅」）
料　　金� Ｓ席　5,000円（通常料金8,000円）�

※未就学児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� 5月14日（月）必着
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東京ドーム巨人戦　B席〈第2弾〉
野球観戦

東京ドーム開催の巨人戦×中日戦を販売します。

●席種・枚数／B席　各日程10枚　1人1試合　1組2枚単位で申込

●対象試合／①7月27日（金）　　中日戦　　18時開始�
②7月28日（土）　　中日戦　　14時開始�
③7月29日（日）　　中日戦　　14時開始

●料　　金／1組（2枚）　5,800円　

●申込期間／往復はがき又はホームページで申込　5月15日（火）必着�

応募多数の場合は、抽選となります。（5月18日頃結果通知）

●注意事項／1塁側・3塁側の指定はできません。当選後のキャンセルはできません。

ショーメ　時空を超える宝飾芸術の世界
─1780年パリに始まるエスプリ

展覧会

本展は、ルーブル美術館名誉館長アンリ・ロワレット氏監修の下、18世紀から現代まで、約240年に及ぶショーメの
伝統と歴史を紹介する日本初の展覧会です。ロマン主義、ジャポニスム、アールデコといった芸術潮流との対話の中
で洗練された作品－ダイヤモンドのティアラやネックレス等の宝飾品と、未発表の素描や古写真等約300点を展覧し
ます。

●会　　期／6月28日（木）～9月17日（月・祝）

●開館時間／10時～18時�

（金曜、第2水曜、9月10日～13日は21：00まで）　※入館は閉館の30分前まで
●休 館 日／月曜休館（但し、7月16日、9月10日、9月17日と、トークフリーデーの7月30日、8月27日は開館）

●会　　場／三菱一号館美術館（東京・二重橋前）

●あっせん期間／5月1日（火）～6月27日（水）まで　※売切れ次第終了
●料　　金／前売券　一般　1,100円（当日券1,700円）【1会員4枚まで】　

●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。

  ニト・エ・フィスに帰属  
 《ナポリ王妃カロリーヌ・ミュラのバンドー・ティアラ》  
 1810年頃　ゴールド、真珠、ニコロアゲート ミキモト  
© Droits réservés

ジョゼフ・ショーメ　《カーネーションのティアラ》   
1907年　プラチナ、ダイヤモンド 　個人蔵  
© Courtesy of Albion Art Jewellery Institute
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ルーヴル美術館展�
肖像芸術�─人は人をどう表現してきたか

展覧会

本展は、 肖像芸術の様々な特質を、 ルーヴル美術館の全8部門の代表的作例を通じて浮き彫りにするものです。3000
年以上も前のエジプトの棺用マスクから、ルイ14世やナポレオンなどの君主像、 華麗な女性や愛らしい子どもたちの
肖像まで、肖像芸術の魅力を紹介します。
●会　　期／5月30日（水）～9月3日（月）
●開館時間／10：00～18：00�

※金・土曜日は、5・6月は20：00まで、7・8・9月は21：00まで�
※入場は閉館の30分前まで

●休 館 日／毎週火曜日　※ただし8月14日（火）は開館
●会　　場／国立新美術館　企画展示室1E（東京・六本木）
●あっせん期間／5月1日（火）～8月31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�
※障害者手帳をご持参の方（付添の方1名を含む）は無料

●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。

ミラクルエッシャー展�奇想版画家の謎を解く8つの鍵
supported�by�弁護士法人�東京ミネルヴァ法律事務所
The�Miracle�of�M.C.�Escher:�Prints�from�The�Israel�Museum,�Jerusalem

展覧会

生誕120年を記念し開催する本展では、世界最大級のエッシャーコレクションを 
誇るイスラエル博物館から選りすぐりの約150点を日本初公開。
●会　　期／6月6日（水）～7月29日（日）　※会期中無休
●開館時間／10：00～17：00�

※毎週金曜日は20：00まで　※入場は閉館の30分前まで�
※小学生以下無料　※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料

●会　　場／上野の森美術館（東京・上野）
●あっせん期間／5月1日（火）～7月20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】　
●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。

お知らせ
お知らせ伊東園ホテルズ優待サービス

宿泊補助施設［伊東園ホテルズ］から、優待サービス実施のお知らせです。 
宿泊予約時に必ず「ゆとりちよだの宿泊補助券」と「優待サービス」の利用を伝えてください。Web予約の場合は、備
考欄に記入してください。
●優待対象／ゆとりちよだ会員本人と家族・同行者全員�

※会員本人は宿泊補助と優待サービスを同時に受けることができます。
●対象施設／伊東園ホテルズ・伊東園リゾート�全施設
●実施期間／2018年4月1日～2019年3月31日宿泊分
●優 待 額／●電話予約　平日・休日� � � 500円（税別）�

　 　 　　　　土曜日・休前日・特別期間� 300円（税別）�
●公式ホームページからのWEB予約　全日� 300円（税別）

　※他の優待券、各種割引プランとの併用　不可。直行バス無料キャンペーンとの併用　可。

ヴェロネーゼ《女性の肖像》、通称《美しきナーニ》 1560年頃
 Photo © RMN-Grand Palais （musée du Louvre） / 
 Michel Urtado /distributed by AMF-DNPartcom

 《相対性》 1953年　All M.C. Escher works
 ⓒ The M.C. Escher Company B.V. - Baarn - Holland. All rights reserved.
 www.mcescher.com
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第1回　図書カードNEXT販売
図書カード

今年度第1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）。
●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�

5月1日（火）～5月12日（土）必着
●当落通知／�5月16日（水）頃、申込方法でお知らせします。�

※当落通知後のキャンセル・変更はできません。
●引取期間／5月21日（月）～5月30日（水）〈代引発送　5/22（火）頃〉

事務局からのお願い 期間内（5/21～5/30）にお引取りくださいますよう、お願いいたします。
引取りが遅れる場合は、5/30迄にお電話（03-3294-8558）ください。

お知らせ
お知らせ平成30年度事業計画・予算が決まりました

平成30年3月20日に社員総会が開かれ、平成30年度事業計画及び予算が議決されました。
◆事業計画◆
●昨年、好評だった東京ディズニーシーのファンパーティを今年は東京ディズニーランドで、9月30日に予定しています。
●バスツアーは4回（6月・11月・1月・2月）を予定しています。
●セミナーは、健康・自己啓発・老後安定をテーマに5回から6回予定しています。
●�東京ディズニーリゾートの補助券は4月に、夏のプール券は7月に、遊園施設の補助券、映画の補助券、温泉施設の補助券は
4月と10月に会員全員に配布します。

●スポーツでは巨人戦、シーズンシートと単発で9試合、Jリーグ観戦券、スキーリフト券をあっせんいたします。
●�好評の図書カード、ジェフグルメカード、TOHO映画券、美術館展、観劇・コンサート等のチケットを今年度もあっせんいた
します。

●以上の他にも多種多様の利用券をあっせんいたします。毎月の会報誌又はホームページでご確認ください。

平成30年度　予算
収入 単位：千円 支出 単位：千円

科　目 金　額 科　目 金　額
会費収入 37,360 事業費 91,916
事業収入 32,953 　 事業人件費 18,984
補助金収入 35,465 各種事業費 72,932
雑収入 2,145 管理費 16,481
前年度繰越金 474 人件費 7,952

管理運営費 8,529
合計 108,397 合計 108,397

お知らせ
お知らせ

お中元ギフト【三越伊勢丹 夏の贈り物】特別ご優待
【対象商品】●�お中元　三越伊勢丹『夏の贈り物カタログ』掲載商品　●送料無料マーク商品は全国無料配送� �

商品情報欄に�MI�記載のお品物・食料品　5％ご優待　・食料品以外　10％ご優待
【利用方法】●�下記窓口にご連絡し、『ゆとりちよだの会員』である旨を告げて、カタログをご請求ください。� �

お問合せ受付期間：5月16日（水）～7月31日（火）　カタログ請求期間：5月30日（水）～7月1日（日）

三越伊勢丹お中元
受注センター

コールセンター（10時～18時） 会員さま専用ホームページ

0120-38-3254 http://www.mistore.jp/onlinestore/benefit/
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～初心者のための～�
今からはじめる資産形成講座

セミナー

少子高齢化が進む中で、年金だけに頼らない老後の備えが必要とされています。 
これからの人生いくらお金がかかるかを知り、世代に関わらずライフプランを考え、資産形成のために必要な知識を
習得するセミナーです。金融などの予備知識は不要です。お気軽にご参加ください。

●日　　時／�6月13日（水）18：30～20：30（受付18：15から）

●会　　場／ちよだプラットフォームスクウェア4F　会議室�401

●持　　物／筆記用具

●参 加 費／会員本人・会員の家族　無料�

会員の関係者　500円（当日受付で集金）

●募集人数／30名（1会員につき3名まで／応募多数の場合抽選）

●申込方法／ホームページ・往復はがき（氏名・年齢・会員番号また�

は続柄を明記）

●申込期間／5月1日（火）～5月16日（水）

●当落通知／5月21日（月）までに申込方法で通知

●お知らせ／セミナー会場と同フロアの『ゆとりちよだ』は水曜日に�

つき19：00まで営業しております。チケットのお引取・�

ご購入等がある方は18：25までにお済ませください。

お知らせ
お知らせガイドブック2018-2019

5月中旬頃、会報ゆとりちよだとは別送で事業所に一会員一冊お送りします。また、各種申込用紙（入会申込書や給付
金請求書など）が新様式なっていますので、今後はこちらの新様式をご利用いただけますようお願いいたします。

5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

国際バラとガーデニングショウ 5月16日まで 1,200円（一般）／会期5月23日まで
あっせん期間内4枚まで横山大観展 5月25日まで 900円（一般）／会期5月27日まで

プーシキン美術館展 6月29日まで 1,000円（一般）／会期7月8日まで
木更津市　江川海岸　潮干狩り 7月13日まで 1,000円（大人船付）500円（小人船付）800円（大人）400円（小人）／7月16日まで あっせん期間内6枚まで
東京・ミュージアムぐるっとパス2018 1月25日まで 1,500円（大人）／有効期間：最初に利用した日から2か月間（最終有効期限：3月31日）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／10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）／9月30日まで有効
プラネタリウム/満天 800円（大人）／3月31日まで有効
サンシャイン60展望台 600円（大人）／9月30日まで有効
スパ　ラクーア 1,700円（平日券・一般）／10月1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）※3歳以上有料／9月30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5月2日（水）、9日（水）、16日（水）、23日（水）、30日（水）は、午後7時まで営業いたしております。

講師紹介	
みずほ証券
コーポレート・コミュニケーション部
投資教育推進室長

浜崎	祐一郎	氏

【協力】 みずほ証券株式会社  
コーポレート・コミュニケーション部 　 
投資教育推進室

小学生から社会人まで幅広い世代の方向けに、金融
経済教育、投資教育の普及活動を行っています。
講座では、資産形成や投資の基礎をわかりやすく、
楽しく学べるよう務めさせていただきます。


