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� 平成30年7月発行

東京ディズニーランド® パーク・ファン・パーティー
東京ディズニーランド 「トゥモローランド・テラス」を公益社団法人ゆとりちよだで貸し切り、抽選会・キャラク
ターグリーティング・オリジナルショーをお楽しみいただけるパーティーです。 
パーティー終了後は解散となりますので、東京ディズニーランドでご自由にお過ごしください。

●日　　時／	9月30日　日曜日（雨天実施）（パーク運営時間8：00〜22：00）	
パーティー開催時間　9：35〜10：05	（開場9:05）

●会　　場／	東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」
●参加料金／	会員・家族　	大　人　5,500円（18歳以上）	

中　人　4,800円（中学生・高校生）	
小　人　3,500円（幼児4歳以上・小学生）	
乳幼児　1,000円（0〜3歳）	
※�乳幼児はパーティーの参加料のみ（抽選券付）いただきます

★参加料金には、日付指定1デーパスポートとパーティー代を含みます。
★ご飲食物は含まれておりません。
★会員の関係者の参加は、それぞれの金額より1,000円増しとなります。
★�1グループで代表者を変えるなどして複数申し込まれた場合は無効となります。

●募集人数／	250名（0歳からの乳幼児も含め1会員につき4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	

※全員の氏名・年齢・会員番号または続柄を明記�
※代引郵送希望の場合は送付先が事業所か登録の自宅か選択

●申込期間／	7月1日（日）〜7月16日（月）

●当落通知／	7月23日（月）までに申込方法で通知
●購入方法／	8月21日（火）より窓口でお支払い、または代引配送（有料470円〜）で郵送。	

※このお支払いに『コーポレートプログラム利用券』（1,000円券）はご利用いただけません。

●注意事項／	当選通知後はいかなる理由でもキャンセルはできません。	
また返品返金もできません。	
※使わなかったパスポートは、ご自身で日付変更してご利用ください。�
　その際、変更手数料が必要です。（大人一枚1,000円　中人900円　小人800円）�

カメラ・ビデオ撮影用の一脚・三脚は、	パーク内への持ち込み禁止です。�
その他、マナーやモラルをお守りください。

パーティ内容

★�抽選会：東京ディズニーランドのキャラクターグッズが当たります。
★�キャラクターグリーティング：ディズニーの仲間たちが皆様にご挨拶します。
★�オリジナルショー：参加型ショーをお楽しみいただけます。

©Disney
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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30年9月　文楽公演9/14
FRI

生き別れになった親子の再会を描く感動的な物語と、忠臣蔵の前日譚。 
太夫、三味線、人形遣いの三者が一体となって表現する、魅力的な文楽の世界をお楽しみください。

演　　目	 良
ろう

弁
べん

杉
すぎ

由
のゆ

来
らい

	
増
ぞう

補
ほち

忠
ゅう

臣
しん

蔵
ぐら

　　
日　　時	 9月14日（金）11：00開演　
会　　場	 国立劇場小劇場（東京メトロ「半蔵門駅」「永田町駅」）
料　　金	 一等席　5,000円（通常料金7,000円）
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（土）必着

T
ic

k
e

t 国立能楽堂
開場35周年記念公演

9/5
WED

皆様のお陰で国立能楽堂は、昭和58年9月の開場から35周年を迎えました。 
35年前の開場記念公演第一日に上演した「翁　松竹風流」の再演を皮切りに、 
現代能楽界を代表する演者たちによる能の名演をご覧いただきます。

演　　目	 翁
おきな

　　　　　金剛永謹（金剛流）	
　松竹
まつたけのふりゅう

風流　大藏彌太郎（大蔵流）	
能：井

い

筒
づつ

　　観世清和（観世流）	
能：乱

みだれ

　　　片山九郎右衛門（観世流）
日　　時	 9月5日（水）13：00開演　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会　　場	 国立能楽堂（JR線「千駄ケ谷駅」、大江戸線「国立競技場駅」）
料　　金	 脇正面席　5,000円（一般料金7,700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	 7月14日（土）必着
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セルリアンタワー能楽堂 
「定期能九月—観世流―」

9/15
SAT

演目解説付きの「定期能」。狂言「栗焼」と、 
遊女のひたむきな心情を美しく描く能「班女」を上演。

解　　説	 村上湛
演　　目	 仕舞	

狂言「栗
くり

焼
やき

」：山本則秀	
能　「班

はん

女
じょ

」：浅見重好　　	
日　　時	 9月15日（土）13：00開演（上演予定165分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会　　場	 セルリアンタワー能楽堂（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 A席（脇正面）　5,000円（一般料金8,000円）		

※未就学児童の入場はご遠慮願います。　　　　　　　　　　　　　
枚　　数	 6枚（1会員2枚まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申込期限	 7月14日（土）必着
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e

t 劇団四季　ミュージカル
『キャッツ』

9/8
SAT

都会のゴミ捨て場を舞台に、24匹の猫たちの生きざまを描いた大人気ミュージカル。 
今度は東京・大井町でロングラン公演を行います！

出　　演	 劇団四季	
日　　時	 9月8日（土）13：30開演
会　　場	 キャッツ・シアター（東京・大井町）（JR線「大井町駅」）
料　　金	 S席　9,000円（通常料金11,800円）
枚　　数	 20枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（土）必着

T
ic
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t パルコ・プロデュース2018
「チルドレン」

9/16・17
SUN  MON

生まれくる未来「子どもたち」の為に、何ができるのか―。 
彼らに迫る決断の時。そして彼らの下す結論とは……。

作：ルーシー・カークウッド		　翻訳：小田島恒志		　演出：栗山民也
出　　演	 高畑淳子　鶴見辰吾　若村麻由美
日　　時	 9月16日（日）13：00開演	

9月17日（月・祝）13：00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	 全席指定　5,000円（通常料金7,500円）	

※未就学児童の入場はご遠慮願います。
枚　　数	 各日6枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（土）必着

撮影：堀勝志古
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t 志村けん一座　第13回公演

志 村 魂「一姫二太郎三かぼちゃ」
8/25

SAT

今年も殿がお出ましじゃ。家族そろって明治座へ！
　　一幕：１場　	『バカ殿様』	 　　　二幕：１場	　志村けん三味線独奏
　　一幕：２場	　コントライブ	　　　二幕：２場	　『一姫二太郎三かぼちゃ』―松竹新喜劇より―
出　　演	 志村けん　ダチョウ倶楽部（肥後克広	寺門ジモン	上島竜兵）　桑野信義　浅香唯　
日　　時	 8月25日（土）12：00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　5,000円（通常料金8,500円）　	

※4歳以下のお子様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	 7月14日（土）必着
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ロシア・バレエ・ガラ20189/1・2
SAT  SUN

ミハイロフスキー、ボリショイ、マリインスキー、モスクワ音楽劇場より実力派ソリストが集結！ 
ロシアで活躍する若手ダンサーからベテランまでが揃う豪華な舞台！
予定プログラム

　　	●「ムーア人のパヴァーヌ〜『オテロ』のテーマによるヴァリエーション〜」		●「牧神の午後」	 	
●「パ・ド・カトル」		●「薔薇の精」		●「ドン・キホーテ」第3幕よりグラン・パ・ド・ドゥ　ほか

予定出演者	 	ファルフ・ルジマトフ　ユリア・マハリナ　イリーナ・ペレン　エレーナ・パンコーヴァ　	
オクサーナ・ボンダレワ　アナスタシア・ゴリャチェワ　カテリーナ・チェブキナ　マラト・シェミウノフ　	
セルゲイ・マヌイロフ　アンドレイ・ヤフニューク　ミハイル・ヴェンシコフ　ほか

日　　時	 9月1日（土）15：00開演	
9月2日（日）15：00開演

会　　場	 文京シビックホール　大ホール（東京メトロ「後楽園駅」都営地下鉄「春日駅」）	
※未就学児のご入場はご遠慮ください。 
※演目・出演者は変更になる場合がございます。 
※演奏は特別録音音源を使用します。

料　　金	 Ｓ席　9,000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	 7月14日（土）必着

T
ic

k
e

t 読響 サマーフェスティバル2018《三大交響曲》
「未完成」「運命」「新世界」

8/18
SAT

真夏の≪三大交響曲≫。3つの傑作を一挙に演奏！ 
毎年恒例の大人気企画を今年も池袋の東京芸術劇場で開催します。 
交響曲の醍醐味を熟知した名匠・大友直人のタクトでお楽しみください。
指　　揮	 大友直人
管 弦 楽	 読売日本交響楽団
演 奏 曲	 シューベルト：交響曲第7番「未完成」	

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」	
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界から」

日　　時	 8月18日（土）14：00開演　　　
会　　場	 東京芸術劇場	コンサートホール（JR線等「池袋駅」）
料　　金	 Ｓ席　4,500円（通常料金7,500円）　※未就学児童の入場は不可　　　　　　　　　　　　
枚　　数	 20枚	（1会員2枚まで）	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申込期限	 7月14日（土）必着 ©読響

©Rowland�Kirishima
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没後50年　藤田嗣治展
展覧会

藤田の代名詞ともいえる「乳白色の下地」による裸婦の代表作、初来日となる作品 
やこれまで紹介されることの少なかった作品も展示されるなど、見どころが満載 
の展覧会です。

●会　　期／	7月31日（火）〜10月8日（月・祝）

●開室時間／	9：30〜17：30（入室は閉室の30分前まで）	

※�会期中の金曜日は20：00まで�
8/3（金）、10（金）、17（金）、24（金）、31（金）は21：00まで

●休 室 日／	月曜日、9/18（火）、25（火）。ただし、8/13（月）、9/17（月・祝）、	

24（月・休）、10/1（月）、8（月・祝）は開室

●会　　場／	東京都美術館（東京・上野公園）

●あっせん期間／7月2日（月）〜9月28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［要証明書］�
※毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、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［要証明書］�
※8/15（水）、9/19（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。そのため混雑が予想されます。

●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。

仮面ライダー×スーパー戦隊 
Wヒーロー夏祭り2018

イベント

「仮面ライダービルド」、「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」のほか、 
大人気のヒーローたちが会場に登場！
●開催期間／	8月4日（土）〜8月23日（木）
●開催時間／10：00〜17：00（最終入場は16：30）
●会　　場／	東京ドームシティ	プリズムホール
●あっせん期間／7月2日（月）〜7月27日（金）まで　※売切れ次第終了
●料　　金／	大　人（中学生以上）　　1,300円（当日券2,100円）	

こども（3歳〜小学生）　	1,100円（当日券1,800円）	
※「仮面ライダースーパーステージ」自由席が付いています。�
　〈1日4回公演〉� ①10：30～②12：00～③14：00～④16：00～�
　＊8/6,�7,�8,�20,�21,�22は、�
　　　　　　　　� ①10：30～②13：00～③15：30～の1日3回�
※混雑時には、立ち見もしくはご希望の日時にご観覧できない場合も�
　あります。

●枚　　数／	【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（取置きは10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。
ⓒ石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映AG・東映
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2018  明治安田生命Jリーグ（8月開催試合）

サッカー観戦

●席種及び料金／ ホーム自由席
またはホームA自由
またはサポーターズシート

	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 8月��5日(日) ヴィッセル神戸 19：00 味の素スタジアム
8月15日(水) 柏レイソル 19：00 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 8月��5日(日) 横浜Ｆ・マリノス 19：00 等々力陸上競技場
8月15日(水) サガン鳥栖 19：00 等々力陸上競技場

横浜Ｆ・マリノス 8月��1日(水) サンフレッチェ広島 19：30 ニッパツ三ツ沢球技場
8月15日(水) 名古屋グランパス 19：30 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　7月12日（木）必着	
●往復はがきの場合は、会員番号・氏名・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。	
●ホームページから申込の場合は、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。	
●お申込みいただいた方全員のチケットをご用意いたします。（1会員各試合4枚まで）	
●申込期間終了後のキャンセル・変更は出来ません。

サンリオピューロランド　パスポート
テーマパーク

ピューロランド内エンターテイメントホールには陽気でかわいい南の島、「ピューロアイランド」が登場！ 
海の家でのゲームやフードメニュー、SNS映え抜群のフォトスポット、夏らしいコスチュームのキャラクターとの
グリーティングなど、楽しさいっぱい！
●有効期間／	7月14日（土）〜9月30日（日）（9/5・6・12・13は休館）
●あっせん期間／7月2日（月）〜9月21日（金）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	

（取置きは10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

あっせん料金 枚　　数 通常料金
パスポート�

（入場+アトラクション）
1,500円
※3歳以上共通

※昨年より200円お安くなりました！

1会員6枚まで

大人（18歳以上）
3,300円～3,800円
小人（３歳～高校生）
2,500円～2,700円
2歳以下無料

着付け教室（夜コース）のご案内
着付け教室

コース 1回目 2回目 3回目 4回目 料　金
7月（ゆかた） 7/5 ─ ─ ─ ￥1,500
9・10月コース 9/13 9/27 10/11 10/25 ￥7,000
11・12月コース 11/15 11/29 12/13 12/27 ￥7,000
2・3月コース 2/14 2/28 3/14 3/28 ￥7,000

★開催時間：18：00〜20：00　　★定員：7名（先着順）　　★申込方法：☎03−3265−1903 
★開催場所：かがやきプラザ4階　シルバー会議室B（千代田区九段南1−6−10）

＊すべてレンタルが可能ですので手ぶらでご参加いただけます　　＊年度内で振替受講も可能です

公益社団法人 千代田区シルバー人材センター（千代田区九段南1−6−10）　tel. 3265-1903
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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
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ジェフグルメカード　第1回　全国共通お食事券

お食事券

● 全国35,000店舗の加盟店でご利用いただけます。 
● 加盟店は、47都道府県全てにあり、都心部だけでなく郊外にも多いのが特徴です。 
● 有効期限はありません。お好きな時にご利用いただけます。

店舗検索 http://www.jfcard.co.jp/
●販売券種／	5,000円分（500円券×10枚＝1セット）

●あっせん価格／4,400円

●申込制限／	1会員　2セットまで　500セット	

（申込多数の場合抽選）

●申込方法／		往復はがき・ホームページから申込	

（申込枚数は、必ず『1』セットまたは『2』セットと	

記入・入力してください。）

●申込期限／	7月1日（日）〜7月12日（木）必着

●当落通知／	7月18日（水）までに申込いただいた方法で通知

●引取期間／	7月23日（月）〜8月1日（水）〈代引発送　7/24（火）頃〉

●お知らせ／	ジェフグルメカード第2回販売を2019年1月に予定しております。

【事務局からのお願い】 当選後のお引き取りは、期間内（7/23～8/1）にお願いいたします。�
期間内の引取が難しい場合、8/1迄にお電話（03-3294-8558）ください。�

家庭用常備薬のあっせん販売
薬あっせん販売

ご家族や職場の健康管理や疾病予防対策のために、特別価格にてご案内します。

●申込方法／会報誌に同封する折込みの「申込書」に必要事項を記入し、販売元：㈱アーテムまで	

FAX、または郵送（切手不要）でお申込みください。	

※直接販売先へお申し込みください。�
　事業所単位のおまとめ申込も可能です（商品の送付先は事業所）。�
　おまとめ申込の場合は人数分を同封して郵送またはFAXしてください。�
※注文内容は控えをとっておいてください。

●申込期限／7月31日（火）必着

●送　　料／購入金額３,000円以上の場合は無料、それ未満の場合は500円。	

（おまとめ申込の場合は合計金額が3,000円以上であれば送料無料）

●納品方法／受付後、２〜３週間でお届け先に送付します。

●支払方法／商品到着後、同封の払込用紙を使って、コンビニでお支払いください。（手数料無料）

●問 合 せ／販売元：株式会社アーテム　　医薬品販売業・許可番号：第09Ｖ00337号	

東京都墨田区江東橋1丁目12番8号ＫＤビル８階	

TEL：03-6659-5705　	FAX：0120-711-768

ご自宅への配送も可能です
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お知らせ
お知らせ夏プール券封入

『夏季プール等利用補助券』を、この7月号に同封しました。

会員番号と会員氏名を記入のうえ、各施設の窓口で券を提出し、本人負担金をお支払ください。 
ご利用時は一人1枚ずつ必要です。 
営業時間・定休日、最新の情報については、直接各施設にお問合せ確認の上ご利用ください。

※ 紛失やその他いかなる場合も再発行はできません。

お知らせ
お知らせ社員総会及び理事会の報告

　平成30年5月29日に社員総会が開催され、平成29年度の事業報告及び決算が議決されました。また、役員の任期
満了により理事・監事が選任されました。
　理事長に向後勇氏、副理事長に佐野栄二氏、常務理事（事務局長）に桑原和義氏、理事に石井利之氏、石原明子氏、
稲垣秀明氏、左右田大美氏、栗原毅氏（商工観光課長）、監事には貞國鎮氏、河合芳則氏（会計管理者）が就任いたし
ました。任期は理事が2年・監事が4年になります。

7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

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

エッシャー展 7月20日まで 1,000円（一般）／会期7月29日まで

あっせん期間内4枚まで
琉球　美の宝庫 8月24日まで 700円（一般）／会期9月2日まで

ルーヴル美術館展 8月31日まで 1,000円（一般）／会期9月3日まで

モネ　それから100年
9月20日まで

1,000円（一般）／会期9月24日まで

東京湾納涼船　2018年 1,600円（大人）700円（中高生）300円（小学生）/期間9月24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）／11月24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7月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）は、午後7時まで営業いたしております。


