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チケットの申込方法は「ガイドブック 2012」P109 及び P110 を参照してください。
申込み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、募集数を超えた場合は抽選となります。

チ ケ ッ ト あ っ せ ん

　ラドゥ・ルプー　ピアノ・リサイタル

　　美輪明宏 / ロマンティック音楽会

　世界の名だたるピアニストたちが尊敬する、ピアノ界の至宝が待望の来日。魂の
奥深くに沈潜し、真実のみを語る巨匠が 2 夜にわたるリサイタルを開催、孤高の深
遠な境地をライブで聴くことができる、貴重なコンサートはまさに必聴！
出　　演　　ラドゥ・ルプー
日　　時　　① 11 月 8 日（木）19：00 開演
　　　　　　② 11 月 13 日（火）19：00 開演
演 奏 曲　　①　―シューベルト・プログラムー
　　　　　　　ピアノ・ソナタ第 21 番 変ロ長調 D960（遺作）ほか
　　　　　　②シューベルト：即興曲 D935,op.142
　　　　　　　ドビュッシー：前奏曲集第 2 巻　ほか
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 8,700 円（通常料金 12,000 円）
枚　　数　　各日 10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込 9 月 26 日（水）必着

　あなたは、唄を聴いて涙をながしたことがありますか？ひとつのお芝居のように、
美輪明宏の唄には溢れる愛のドラマがあります。「楽しく　優しく　励まされ　勇気
づけられ　元気になる」コンサート、是非お越し下さい。
出　　演　　美輪明宏
日　　時　　12 月 2 日（日）18：00 開演
会　　場　　中野サンプラザホール（JR 線など　「中野駅」）
料　　金　　S 席 4,800 円（通常料金 7,000 円）
枚　　数　　20 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込 9 月 26 日（水）必着
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　 七代目　松本幸四郎　追遠　錦秋十月大歌舞伎

上海ローズ

徹子の部屋コンサート　2012

　七代目松本幸四郎は、偉大な足跡を遺した名優。数々の当たり役の中でも『勧進帳』の弁慶を生涯を通じて 1,600
回以上演じました。その孫、曾孫にあたる役者が揃い、所縁ある演目が並びます。また、幕間のお弁当はお芝居
の楽しみの一つ。今回は、四季折々のおもてなしを込めた新橋演舞場特製の幕の内弁当をセットで用意しました。
出　　演　　松本幸四郎　市川團十郎　市川染五郎　尾上松緑　ほか
日　　時　　① 10 月 20 日（土）16：00 開演
　　　　　　② 10 月 21 日（日）11：00 開演
演　　目　　①　一、国姓爺合戦　二、勧進帳（弁慶＝團十郎）
　　　　　　②　一、御所五郎蔵　二、勧進帳（弁慶＝幸四郎）
会　　場　　新橋演舞場（東京メトロ　日比谷線　都営浅草線「東銀座駅」　都営大江戸線「築地市場駅」）
料　　金　　１等 A 席 9,000 円（通常料金 15,000 円＋お弁当代金）
枚　　数　　各日 10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 9 月 26 日（水）必着

　昨年、急病のため公演中止から丸一年、この間、蓄積したパワーを全開し、
地元千代田区神田で育った三宅裕司が劇団スーパー・エキセントリック・
シアターを率いて日本人が今取り戻さなければいけない、日本人らしさとは
何かをたっぷりの音楽、ダンス、そして笑いを通して問いかけます。
出　　演　　三宅裕司　小倉久寛　劇団 SET　ほか
日　　時　　11 月 10 日（土）17：00 開演
会　　場　　サンシャイン劇場（東京メトロ「東池袋駅」JR「池袋駅」）
料　　金　　S 席 4,800 円（通常料金 6,500 円）※ 未就学児童入場不可
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込 9 月 26 日（水）必着

　MC の黒柳徹子さんが、多彩なゲストを迎え、楽しいトークと歌で会場を盛り上げます。
出　　演　　MC：黒柳徹子　ゲスト：イルカ / 欧陽菲菲 / 加山雄三 /
　　　　　　葉加瀬太郎×古澤巌 / 南こうせつ　ほか（50 音順）
日　　時　　12 月 3 日（月）18：00 開演
会　　場　　東京国際フォーラム　ホール A（JR 線「有楽町駅」）
料　　金　　指定席 8,000 円（通常料金 10,000 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）※未就学児童入場不可
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 9 月 26 日（水）必着

幕の内弁当「萩」が付きます。
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　ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」のラヴェル編曲版、ラヴェルの「ラ・ヴァルス」、
そして左手のピアニスト舘野泉が登場。色彩的な作品の数々を、三ツ橋敬子の溌剌
として魅力的な指揮でお届けします。
指　　揮　　三ツ橋　敬子　
ソリスト　　舘野　泉（ピアノ）
演 奏 曲　　ラヴェル：ラ・ヴァルス　ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲
　　　　　　ムソルグスキー（ラヴェル編）：組曲『展覧会の絵』
日　　時　　11 月 18 日（日）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 4,800 円（通常料金 7,500 円）
枚　　数　　10 枚（１会員２枚まで）※未就学児入場不可。
申込・期限　往復はがき又はホームページに希望日を書いて申込 9 月 26 日（水）必着

　東京フィルハーモニー交響楽団
　第 825 回　オーチャード定期演奏会

レイン　～ビートルズに捧ぐ～
　東急シアターオーブのオープニングシリーズ。ブロードウェイをはじめ、全米で
話題沸騰 !!　永遠の名曲の数々でつづるビートルズの真髄。デビュー 50 周年の今年、
待望の来日決定 !!　2 時間にわたるポップミュージック界の至宝へのオマージュをご
堪能下さい。
日　　時　　11月23日（金・祝）14：00 開演
会　　場　　東急シアターオーブ（JR 等各線　「渋谷駅」）
料　　金　　S 席 6,800 円（通常料金 9,500 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）　※ 3 歳以下入場不可。4 歳以上有料。
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 9 月 26 日（水）必着

Photo by:Joan Marcus
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ドビュッシー、 音楽と美術
ー印象派と象徴派のあいだで

　エジプト考古学博物館（カイロ博物館）が所蔵するツタンカーメン王墓から発見
された副葬品など、日本初公開の展示品を含む黄金の秘宝の数々とともに、少年王
ツタンカーメンが生きた古代エジプトの世界を体感してください。
入場対象期間　10 月 1 日（月）～ 12 月 9 日（日）
　　　　　　　※展覧会の会期は 8/4 ～ですが、本チケットは 10 月 1 日（月）～
　　　　　　　　12 月 9 日（日）の期間有効券です。（期間外無効）
開催時間　　10：00 ～ 18：00（最終入場 17：00）※ 休館日なし
会　　場　　上野の森美術館（上野） 
あっせん期間　9 月 3 日（月）～ 9 月 21 日（金）
料　　金

　　　　　　※大学生は一般料金、未就学児童は無料。
枚　　数　　１会員 4 枚まで　売り切れ次第終了
購入方法　　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。電話予約、代引配送も
　　　　　　承ります。会員の方は会員証を提示してください。

　クロード・ドビュッシーは、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて活躍したフランスを代表する音楽家です。
　本展はドビュッシーと印象派や象徴派、さらにはジャポニスム等の関係に焦点をあて、19 世紀フランス美
術の新たな魅力をご紹介するものです。オルセー美術館、オランジュリー美術館、そしてブリヂストン美術館
の所蔵作品を中心に、国内外から借用した作品約 150 点で構成されます。
会　　期　　7 月 14 日（土）～ 10 月 14 日（日）
休 館 日　　月曜日（ただし 9/17、10/8 は開館）
開館時間　　10：00 ～ 18：00（毎週金曜日は 20：00 まで）
　　　　　　※入館は閉館の 30 分前まで
会　　場　　ブリヂストン美術館（東京・京橋）
あっせん期間　9 月 3 日（月）～ 10 月 12 日（金）
料　　金　　一　般  800 円（当日券 1,500 円）
　　　　　　※あっせんは、一般券のみとなります。
　　　　　　※中学生以下は無料。
枚　　数　　１会員 4 枚まで　売り切れ次第終了
購入方法　　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は
　　　　　　会員証を提示してください。電話予約、代引配送もできます。

ピエール = オーギュスト・ルノワール
《ピアノに向かうイヴォンヌとクリスティーヌ・ルロール》

オランジュリー美術館蔵
Ⓒ RMN （Musée de Ｉ 'Orangerie） 

/ Franck Raux /distributed by AMF

写真：ツタンカーメンの棺
形カノポス容器（内臓が保
管されていた器）

券　　種

一　　般
高 校 生
小・中学生

平　　日
1,900円
1,000円
800円

土日祝日
2,200円
1,300円
1,100円

平　　日
2,500円
1,600円
1,200円

土日祝日
2,800円
1,900円
1,500円

期間有効券 前 売 券
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東京ディズニーランド・東京ディズニーシー
マジックキングダムクラブ・

サンクス ･ フェスティバルのお知らせ
　東京ディズニーリゾートでは、マジックキングダムクラブのメンバー限定で、特別料金でご利用できるお得
なパスポートを販売しています。
利用期間　　9 月 1 日（土）～ 9 月 30 日（日）　※ 使用不可日 16 日（日）
料　　金　　大人（18 歳以上 )　　　　　　　　5,200 円（一般料金 6,200 円）
　　　　　　中人（中学 ･ 高校生 12 ～ 17 歳 )　4,300 円（　〃　　 5,300 円）
　　　　　　小人（幼児 ･ 小学生 4 ～ 11 歳 )　　3,600 円（　〃　　 4,100 円）
購入方法　　下記、購入申込書とマジックキングダムクラブ・メンバーシップカードを提示の上、東京ディズ
　　　　　　ニーリゾートチケットセンター又はディズニーストア（日付指定券取扱い店舗）で、ご購入くだ
　　　　　　さい。

2012 Ｊリーグ ディビジョン１観戦チケット
（10 月開催試合）のあっせん 

席種及び料金　ホームＡゾーン　　　　　大　　人　　1,300 円（当日券　2,000 円～ 2,600 円）
　　　　　　または、ホーム自由席　　小中学生　　　400 円（当日券　 500 円～ 1,200 円）
対象試合

申込・期限　往復はがき又はホームページに、主催チーム名、試合日と大人 ･ 小中学生の枚数を記入して申込
　　　　　　9 月 14 日（金）必着
　　　※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。

主催チーム キックオフ 会　場
14：00
14：00
15：00
17：00

日産スタジアム
日産スタジアム
等々力競技場
味の素スタジアム

横浜F・マリノス

川崎フロンターレ
ＦＣ東京

対戦チーム
サンフレッチェ広島
ジュビロ磐田
ガンバ大阪
コンサドーレ札幌

10月 6日（土）
10月20日（土）
10月20日（土）
10月27日（土）

試　合　日

1 1 5 4 3
公益社団法人ゆとりちよだ
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☆チケットをあっせん販売しています☆　9 月窓口

※会員・家族の方のご利用料金です。

購入方法　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提示してください。
　　　　　電話予約（取り置きは 10 日間程度）、代引配送もできます。
営業時間：午前 9 時から午後 5 時まで（土・日・祝日は休み）  
 　※なお、9月 5日（水）、12日（水）、19日（水）、26日（水）は午後 7時まで営業します。

１会員の購入できる枚数等
月間10枚・年間50枚まで
月間6枚・年間30枚まで
月間１０冊まで

月間１０枚・年間60枚まで

あっせん期間

年間を通じて
購入できます。

月間１０枚・年間５０枚まで

月間6枚・年間30枚まで

６枚まで

月間６枚まで
4枚まで

４００円（大人）

「コニカミノルタプラネタリウム満天」５００円（大人）、３００円（こども）

施　　設　　名
西武園ゆうえんち
としまえん（有効期間＝9月～11月） 
東京ドームシティ得１０チケット

区立プール
3００円ラフィネ　ランニングスタイル

１，８００円（一般）スパ　ラクーア
６００円※～９月末有効の分は売り切れました。次回は１０月にご案内します。スパリゾート ハワイアンズ

サンシャインシティ

六本木ヒルズ展望台・森美術館

料　　　　　　　　金
500円（大人・こども共通券）
5００円（大人・こども共通券）
２，3００円（大人・こども共通券）

東武動物公園 １，6００円（大人・こども共通券）

８００円（一般）、６００円（学生）、３００円（中学生～４歳以上）
国立演芸場 １，０００円
大英博物館　古代エジプト展 ８００円（一般）、６００円（高大生）、３００円（小中生)

５００円（入場券）、１，７００円（パスポート)　

9／7まで
８００円（一般）、６００円（大学生）、４００円（高校生） 9／14まで

9／14まで
ベルリン国立美術館展

８００円（一般）、６００円（大学･専門生）、３００円（小中高･65歳以上） 9／21まで
サンリオピューロランド
二条城展
特撮博物館 ８００円（大人･大学生）、６００円（中高生）、２００円（小学生） 9／21まで

東京湾納涼船
１，７００円（大人）、７００円（小中学生） 9／21まで恐竜王国2012
１，５００円（大人）、７００円（中高生）、３００円（小学生） 9／20まで

ぐるっとパス １，５００円（一般） 1／31まで

「国際水族館」９００円（大人のみ取扱い）

　「ゆとりちよだ」で取扱っているチケット類のお受け取り方法としては、①窓口受取り、②代引配送 ( 有料 )、
の方法があります。

《窓口受取り》
　　○毎月の会報誌で事前募集する観劇、コンサート等につきましては、お申込の際に「窓口」とご指定くだ
　　　さい。募集締切後、引き取り期間等のご連絡をいたします。
　　○展覧会・遊園地等のチケットは直接窓口においでいただくか、電話予約後、窓口でお受け取りになるこ
　　　ともできます。
　　○１人の方が、他の会員の依頼を受けて、まとめてお受け取りいただくことも可能です。この場合は、依
　　　頼された方の会員証もしくは会員証のコピーをご持参ください。

《代引配送 ( 有料 )》
　　○窓口においでいただく時間や、交通費等を勘案して、配送を選んでいただくこともできます。事前募集
　　　のチケットは、お申込の際に ｢ 配送 ｣ をお選びください。また、電話の場合は、「配送」希望とお伝え
　　　ください。
　　○郵便局の代引郵便で配送しますので、チケット代金とは別に代引料金をご負担いただくことになります
　　　（チケット代金が 29,500 円までは 470 円、29,500 円を超えると 900 円）。また、配達日時の指定は
　　　できませんが、配達時にご不在の場合「連絡票」が入りますので、再配達を連絡する際に日時指定をす
　　　ることが可能です。
　　○複数のチケットや、複数の会員分をまとめてお送りすることも可能です。

《その他》
　　○ディズニーランドの特別利用券は、｢ 郵送 ｣ による取扱も行っています ( 詳細は事務局にお問合せくだ
　　　さい )。
　　○受取り方法については、会員の皆さんにとって便利な方法を検討してまいりますので、ご意見をお寄せ
　　　ください。

　　チケット類の受取り方法について


