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コキアの鑑賞とメロン狩り
～那珂湊で昼食、ほこたメロンのお土産付き～

　夏の緑から赤に変身中。みはらしの丘一面に広がるコキアの鑑賞と広大な国営ひたち海浜公園を自由散策。

那珂湊で昼食と新鮮魚介のお買物後は、メロン狩りのお楽しみ。ブランド品「ほこたメロン」のお土産付です。

旅 行 日　　9月 29日（日）
集合時間、場所　午前 7時 20分　千代田区役所前
　　　　　　東京駅丸の内側（7 時 40 分頃）からも乗車できます。

参加料金　　会員・家族（中学生以上）　5,000 円
　　　　　　こども（4 歳～小学生）　　4,000 円
　　　　　　関係者　会員料金の 2,000 円増

募集人数　　40人（最少催行人数 30 人）

申込方法及び期限　往復はがき、又はホームページで申込み （ガイドブック 2012　P109 参照）

　　　　　　8 月 19日 ( 月 ) 必着
　　　　　　※天候、その他不可抗力により時間、行程が変更される場合があります。

　　　　　　※料金には、バス代、公園入場料、昼食代、メロン狩り代、を含みます。

　　　　　　※高速道路では全員がシートベルト着用となります。

　　　　　　※ 9 月 18 日以降のキャンセルは、キャンセル料がかかります。

　　　　　　※料金は、国際急行観光の指定口座にお振込みとなります。

　　　　　　　旅行企画・実施　国際急行観光（株）　観光庁長官登録旅行業第 1199 号

千代田区役所（７：30）→東京駅丸の内側→国営ひたち海浜公園（コキア鑑賞・自由散策＝

約 1 時間半）→ヤマサ水産（昼食・お買物）→フォレストパーク メロンの森（メロン狩り・

試食）→ 東京駅丸の内側→千代田区役所（18：00）
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 現代フラメンコ界を代表するダンサーが一堂に会するフラメンコ・フェスティバ
ル！豪華アーティストたちが日ごとに情熱的な舞台を繰り広げます。
日　　時　　① 10月 12日（土）14：00開演
　　　　　　　出演：天才舞踊家を父に持つサラブレッドにしてトレンドセッター
　　　　　　　　　　8 年ぶりの来日　ベレン・マジャ
　　　　　　　　　　華麗なる貴公子　若手実力派　マヌエル・リニャン
　　　　　　② 10月 13日（日）14：00開演
　　　　　　　出演：作品を発表するたび類稀な独創性で伝統と常識の壁を打ち　
　　　　　　　　　　破ってきたフラメンコ界最大の異端児　イスラエル・ガルバン
会　　場　　新宿文化センター大ホール
　　　　　　（東京メトロ副都心線「新宿三丁目駅」都営大江戸線「東新宿駅」）
料　　金　　S席 6,500 円（通常料金 10,000 円）
枚　　数　　各日 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 8月28日（水）必着

　歌舞伎座改築の間、沢山の歌舞伎公演を上演してきた新橋演舞場。今回は、
その感謝を含めて秋の大歌舞伎が開催されます。昼の部は狂言2作と舞踊作品。
夜の部では、松本幸四郎が“悪の華”を勤めます。
そして、坂東三津五郎のユーモラスな舞踊作品お楽しみいただけます。昼の
部と夜の部を用意しましたので、是非お好みを選んでご覧ください。
日　　時　　① 9月 22日（日）16：30開演
　　　　　　　演　目：不知火検校　馬盗人
　　　　　　　出　演：幸四郎　三津五郎　翫雀　橋之助　巳之助
　　　　　　② 9月 23日（月・祝）11：00開演
　　　　　　　演　目：元禄忠臣蔵　男女道成寺　天衣紛上野初花
　　　　　　　出　演：幸四郎　左團次　三津五郎　翫雀　橋之助　
会　　場　　新橋演舞場
　　　　　　（東京メトロ「東銀座駅」都営線「東銀座駅」「築地市場駅」）
料　　金　　指定席 9,500 円（通常料金 15,000 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 8月28日（水）必着

　 フラメンコ・フェスティバル in Tokyo

新橋演舞場　九月大歌舞伎

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
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　　ベートーヴェン・ピアノ・ソナタ全曲演奏会シリーズ　第 6 回
小菅　優　　ピアノ・リサイタル

　ベートーヴェン　三大ソナタの中の 2 曲が含まれる第６回は、小菅優のファンの
みならず、ピアノ・ファン必聴のプログラムです。
出　　演　　小菅　優
演 奏 曲　　ピアノ・ソナタ第 8番　op.13　「悲愴」
　　　　　　ピアノ・ソナタ第 4番　op.7
　　　　　　ピアノ・ソナタ第 22番　op.54
　　　　　　ピアノ・ソナタ第 23番　op.57「熱情」
日　　時　　9月 27日（金）19：00開演
会　　場　　紀尾井ホール
　　　　　　（JR 線「四ツ谷駅」東京メトロ「四ツ谷駅」「赤坂見附駅」「永田町駅」）
料　　金　　指定席 3,000 円（通常料金 5,000 円）
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で申込 8 月 21日（水）必着

東京バレエ団　「ジゼル」
　来年、創立 50 周年を迎える東京バレエ団が、バレエ史上に不滅の輝きを放つ名
作「ジゼル」を上演します。これからのバレエ界を担う正統派プリンスのホールバー
グがアルブレヒトを日本で初主演！端正な美貌と品格ある精確なダンスで、観るも
のを魅了します。
出　　演　　ジゼル：上野水香　アウブレヒト：デヴィッド・ホールバーグ　東京バレエ団
日　　時　　10月 12日（土）15：00開演
会　　場　　東京文化会館（JR 等各線「上野駅」）
料　　金　　Ｓ席 7,500 円（通常料金 11,000 円）
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 8月28日（水）必着

国立モスクワ合唱団
　世界の至宝！ロシア合唱芸術の粋を現代に伝える最高峰の合唱団、国立モスクワ合唱団が 2 年ぶりに来日
します。ロシア合唱界を代表するウラディーミル・ミーニンの指揮のもと、素晴らしい音楽の力で、私たち
に大きな励ましと希望をもたらしてくれることでしょう。是非、ご期待ください。
日　　時　　10月 11日（金）19：00開演
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 4,600 円（通常料金 6,800 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
　　　　　　8月 28日（水）必着

©Marco Borggreve



ゆとりちよだ【第 101号】（4）

新派百二十五年
新派名作撰　婦系図

魅惑のビッグ・バンド！
ビリー・ヴォーン・オーケストラ

小林幸子 50 周年記念コンサート

　「月は晴れても心は闇だ」　泉鏡花が織りなす世界を、実り豊かな顔ぶれでお贈り
します。あの「湯島の境内」で有名なお蔦・主税の悲恋を軸に、二人を取り巻く人々
を描いています。今年生誕百四十年を迎える泉鏡花作、新派の代表作のひとつ『婦
系図』に春猿、月乃助、笑三郎が挑みます。明治情緒溢れる名場面、名台詞ととも
にお楽しみください。
出　　演　　市川春猿　市川月乃助　市川笑三郎　瀬戸摩純　他
日　　時　　10月 19日（土）15：00開演
　　　　　　10月 20日（日）11：00開演
会　　場　　三越劇場（東京メトロ　「三越前駅」）
料　　金　　指定席 5,800 円（通常料金 8,500 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 8月28日（水）必着

　黄金期を知る人にはたまらない、まだその時代に生まれていなかった若い人たち
には新鮮な輝きを放って聴こえてくるスウィングの名曲。イントロを聴いただけで
ビリー・ヴォーンと分かるオリジナリティ溢れるアレンジと独特のオーケストラ・
サウンドをお楽しみください。
出　　演　　ビリー・ヴォーン・オーケストラ
予定曲目　　浪路はるかに　峠の幌馬車　ブルー・ハワイ　真珠貝の歌　他
日　　時　　9月 21日（土）14：00開演
会　　場　　渋谷公会堂（JR 等各線「渋谷駅」）
料　　金　　指定席 4,800 円（通常料金 6,800 円）
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で申込 8 月 28日（水）必着

　歌手生活 50 周年を迎えた小林幸子の集大成。ファンの一人一人に感謝を込めて
小林幸子のすべてを歌い上げます。～あの幻の衣裳登場か！？～　伝説の豪華衣裳
も登場するかも？
予定曲目　　「おもいで酒」他
日　　時　　9月 29日（日）14：30開演
会　　場　　中野サンプラザホール（JR 等各線「中野駅」）
料　　金　　指定席 4,000 円（通常料金 6,000 円）
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 8月28日（水）必着
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アメリカン・ポップ・アート展

レオナール・フジタ
ポーラ美術館コレクションを中心に

　本展は、ジョン・アンド・キミコ・パワーズ夫妻のコレクションの中から、アンディ・
ウォーホルの最高傑作《200 個のキャンベル・スープ缶》をはじめ、絵画、彫刻、素描、
版画等、約 200 点により、アメリカン・ポップ・アートを総合的に紹介するものです。
会　　期　　8月 7日（水）～ 10月 21日（月）
休 館 日　　毎週火曜日
開館時間　　10：00～ 18：00　金曜日は 20：00 まで
　　　　　　※入場は閉館の 30 分前まで
会　　場　　国立新美術館　企画展示室 2E（東京・六本木）
あっせん期間　10月 18日（金）まで　※売り切れ次第終了
料　　金　　一　　般　　800円　【1 会員 4 枚まで】
　　　　　　（当日券 1,500 円）　※中学生以下は無料
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、代引配送もできます。

　本展は、フジタ作品の国内最大級のコレクションを有するポーラ美術館の収蔵作
品を中心に、国内の美術館、個人蔵の油彩画や素描、最晩年に暮らしたフランス、
エソンヌ県のメゾン＝アトリエ・フジタに保管されているマケット（建築模型）や、
アトリエで制作するフジタの姿を撮影した写真家、土門拳と阿部徹雄の写真など総
数約 200 点を通して、フジタの人物像と多様な創作活動にあらためて焦点を当てる
ものです。
開催期間　　8月 10日（土）～ 10月 14日（月・祝）※ 開催期間中無休
開館時間　　10：00～ 19：00（毎週金・土曜日は 21：00 まで）
　　　　　　※入場は各閉館の 30 分前まで
会　　場　　Bunkamura　ザ・ミュージアム（東京・渋谷） 
あっせん期間　9月 27日（金）まで　※売り切れ次第終了
料　　金　　一　　般　　800円　【1 会員 4 枚まで】
　　　　　　（当日券 1,300 円）　※小学生未満は無料
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、代引配送もできます。

Kaori UEDA
テキストボックス
画像は、非掲載とさせて頂いております。ご了承下さい。 

Kaori UEDA
テキストボックス
 画像は、非掲載とさせて頂いております。ご了承下さい。
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☆チケットをあっせん販売しています☆　8月窓口

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） 
　　※ただし、8月 7日（水）、14日（水）、21日（水）、28日（水）は午後 7時まで営業します。

※会員・家族の方のご利用料金です。
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6枚・年間30枚まで

年間6枚まで

年間6枚まで

月間6枚まで

4枚まで

月間10枚・年間60枚まで

月間10枚・年間50枚まで

あっせん期間

年間を通じて
購入できます。

６枚まで

4枚まで

施　　設　　名

西武園ゆうえんち（25年3月まで有効）

としまえん（9月～11月有効）

東京ドームシティ得10チケット

東武動物公園（プールもOK）

レゴランド・ディスカバリー

マダム･タッソー東京

スパ　ラクーア

スパリゾート ハワイアンズ

区立プール

ラフィネ　ランニングスタイル

サンシャインシティ

六本木ヒルズ展望台・森美術館

国立演芸場

アンドレアス･グルスキー展

ルーヴル美術館展

潮干狩り

サンリオピューロランド

ぐるっとパス

料　　　　　　　　金

５００円（大人・こども共通券）※3歳以上有料

５００円（大人・こども共通券）※3歳以上有料　※8月分は事前申込で売り切れ。

2,300円（大人・こども共通券）

1,600円（大人・こども共通券）※3歳以上有料

1,000円（大人・こども共通券）※３歳以上有料

1,000円（大人＝中学生以上）、800円（小人＝3歳～小学生）

1,700円（一般）

600円（大人・こども共通券）※売り切れ。次回は10月にご案内します。

400円（大人）

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）

「サンシャイン水族館」900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）

800円（一般）、600円（学生）、300円（中学生～4歳以上）

1,000円

800円（一般）

800円（一般）

700円（大人）、350円（小人）、渡船200円（大人）、100円（小人）

入場券５００円（大人･小人共通）、パスポート１，７００円（大人･小人共通）

1，500円

9／13まで

9／20まで

８／９まで

9／23まで

１／３１まで

2013 Ｊリーグ ディビジョン１観戦チケット
（9 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

　　　　　　☆キックオフ時間は、8 月 1 日（木）に発表される予定です。
　　　　　　　詳細は、各チームのホームページをご覧いただくか、ゆとりちよだ事務局までお問合せください。
申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 8 月 19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。

主催チーム 月　日 対戦チーム キックオフ 会　　場

横浜Ｆ・マリノス
9月14日(土) セレッソ大阪 未定☆ 日産スタジアム

21日(土) 清水エスパルス 〃 ニッパツ三ツ沢球技場

川崎フロンターレ
9月14日(土) サンフレッチェ広島 〃 等々力陸上競技場

21日(土) サガン鳥栖 〃 〃
ＦＣ東京 9月14日(土) 浦和レッズ 〃 国立競技場


