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公益社団法人ゆとりちよだ

バスツアー

さくらんぼ狩りバスツアー

さくらんぼ狩り食べ放題と温泉・会席料理

JA梨北のさくらんぼ狩りは、どなたにも手の届きやすい『低樹高栽培』です。昼食は石和温泉郷ホテル花いさわに
て自慢の会席『咲花の膳』を。食後には、自家源泉の大浴場を無料でご利用いただけます。（小タオル付）。



シャトー勝沼では試飲に加え、ミニボトルワインプレゼント。楽しみ満載のツアーです。



大型バスに３0人の定員でゆったりご利用していただきます。
●行

程

千代田区役所前
（7：30出発）

時／

JA梨北さくらんぼ狩り

シャトー勝沼

➡

●日

➡

（買物・ワイン試飲）

➡

（食べ放題）

➡

石和温泉 花いさわ
（昼食・温泉入浴）

千代田区役所

（17：30着予定）

6 月 19 日（日）（雨天決行）

● 集合場所／千代田区役所前
● 旅行代金／会員本人

午前7時15分

6,500円

会員の家族

7,500円

関係者

11,000円

※料金にはバス代・昼食代・さくらんぼ狩り等を含みます。
● 募集人数／60人（最少催行人数20名）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 さくらんぼ狩りバスツアー

② 会員名・会員番号

③ 参加人数

④ 参加代表者の氏名・郵便番号・住所・日中連絡先の電話番号
⑤ 参加者全員の氏名・年齢・性別・続柄または会員番号
（続柄/会員番号の記載のない場合、関係者料金となります）
● 申 込 先／【官製はがき】
  株式会社アイネス
  〒164-0001 中野区中野2－28－1 プロスペアー405
【FAX】03-5340-3336
【メール】kato@iness.co.jp
● 申込期限／5月15日（日）必着
● 当落通知／5月20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案内書面を株式会社アイネスより送付します。

※旅行代金のお支払いは、株式会社アイネス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９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。

※当日は株式会社アイネスの添乗員が同行いたします。

【旅行企画・実施】株式会社 アイネス



TEL 03-5340-3330（土日祝日は休み） 東京都知事登録旅行業第 3-4205 号
〒 164-0001 中野区中野 2 － 28 － 1 プロスペアー405

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

※イメージ

（2） ※5月号のお申し込みは5月1日以降から受け付けます

ゆとりちよだ【第206号】

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。
（チケットは、転売禁止です）
チケット申込期限後のキャンセルはできません。

あっせん
チケット

7/30
SAT

枚数欄の（

）書き数字は一会員の申込上限です。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。
）
※車椅子でのご利用はご相談ください。
※右記QRコードよりお申し込みが可能です。

TBS ＆ HORIPRO present TBS開局70周年記念
舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」

魔法の世界は舞台へ続く。ハリー・ポッター、19年後のストーリー。

シ リ ー ズ8番 目 に し て、
“ 舞 台”だ か ら こ そ 体 感 で き る「 ハ リ ー・
ポッター」の新たな物語。

原作ファンも、そうでない人も楽しめるストーリー、次から次へと
飛び出す魔法の数々、ハリー・ポッターの世界に入り込んだような
舞台美術と衣裳、独創的で心躍る音楽、体感する全てが、あなたを
魔法の空間にいざなう。
●出

演／ハリー・ポッター：藤原竜也

●原

作／オリジナルストーリー：J.K.ローリング

他

脚本・オリジナルストーリー：ジャック・ソーン
演出・オリジナルストーリー：ジョン・ティファニー
●日

時／7月30日（土）12：15開演

●会

場／TBS赤坂ACTシアター（地下鉄線「赤坂駅」）

●料

金／① SS席
② S席

13,500円（通常料金17,000円）
12,000円（通常料金15,000円）

※未就学児童の入場はできません
●枚

数／① 8枚（1会員4枚まで） ② 12枚（1会員4枚まで）

● 申込期限／5月14日（土）必着

チケット

新橋演舞場

7/3
・9 藤山寛美三十三回忌追善 喜劇特別公演
SUN SAT
喜劇王と謳われて多くの人々に愛された藤山寛美。

三十三回忌追善にあたり、藤山直美と、藤山寛美ゆかりの出演者が、

喜劇への思いを受け継いで演じる笑いと涙の人情味あふれる舞台に
ご期待ください！
●出

演／藤山直美／林与一、西川忠志／渋谷天外、藤山扇治郎

●演

目／第1部

愛の設計図

第2部 〈映像〉藤山寛美
第3部

他

偲面影

大阪ぎらい物語

●日

時／① 7月3日（日）11：00開演

●会

場／新橋演舞場

② 7月9日（土）16：00開演
（東京メトロ「東銀座駅」
、都営地下鉄「築地市場駅」）
7,000円（通常料金13,000円）

●料

金／一等席

●枚

数／各10枚（1会員4枚まで）

● 申込期限／5月14日（土）必着

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

 3）
ゆとりちよだ【第206号】（

※5月号のお申し込みは5月1日以降から受け付けます

チケット

7/18
MON

明治座創業150周年記念

芸能生活50周年『吉 幾三 特別公演』

ついに明治座初登場！！
涙あり、笑いありの人情喜劇と吉幾三の音楽の世界をお届け！
●出



演／吉 幾三
中本 賢、芳本美代子、島崎和歌子、佐藤Ｂ作

●演

目／第一部

他

親はがっかり！子はしっかり！

第二部

50th Anniversary in 明治座

頼り…頼られ…ありがとう
●日

時／7月18日（祝・月）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」
）
7,500円（通常料金12,000円）

●料

金／S席

●枚

数／10枚（1会員4枚まで）

※未就学児童の入場はできません
● 申込期限／5月14日（土）必着

チケット

チケット

舞台

7/9
『ザ・ウェルキン』
SAT
絞首刑を宣告された殺人犯の少女。しかし、彼女は
妊娠を主張。妊婦は死刑だけは免れることができる
のだ。その真偽判定に12人の女性陪審員が集められ
た。果たして、少女の主張は真実なのか虚偽なのか。

大胆かつスリリングに展開する物語に訪れる衝撃の結
末とは。13人のパワフルな女優陣が集結した意欲作！
●

作

／ルーシー・カークウッド

●演

出／加藤拓也

●出

演／吉田 羊、大原櫻子、鷲尾真知子
梅沢昌代、那須佐代子、峯村リエ
明星真由美、那須 凜

他

●日

時／7月9日（土）13：30開演

●会

場／Bunkamura シアターコクーン（JR線等「渋谷駅」
）

●料

金／S席

●枚

数／10枚（1会員4枚まで）

7/17
SUN

令和４年７月

歌舞伎鑑賞教室

はじめての歌舞伎鑑賞にぴったりな解説付きの入門
公演。

歌舞伎俳優による実演を交えた解説と
名作・名場面鑑賞の二本立てでお楽しみください。
●演

目／鋭意選定中

●日

時／7月17日（日）（14：30開演）

●会

場／国立劇場大劇場

●料

金／一等席

●枚

数／10枚（1会員4枚まで）

演目等詳細は国立劇場HPをご確認ください。
（東京メトロ「半蔵門駅」、「永田町駅」
）
3,000円（一般料金4,500円）

● 申込期限／5月14日（土）必着

9,000円（通常料金11,000円）

※未就学児童の入場はできません
● 申込期限／5月14日（土）必着

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） ※5月号のお申し込みは5月1日以降から受け付けます

ゆとりちよだ【第206号】

チケット

6/11
SAT

国立能楽堂 ６月普及公演

船渡聟・養老

能「養老」は、世阿弥作の神能の一つで、七賢人や曲水の宴など、めでたい酒の伝承を盛り込み、養老の霊水が、
澄んだ美しい酒であると印象付けています。同じく酒をテーマに聟入りにまつわる笑い話を描いた狂言「船渡
聟」とともに、お楽しみください。
●演

目／解説・能楽あんない

表きよし（国士舘大学教授）

狂言：船渡聟

茂山宗彦（大蔵流）

能

金森秀祥（宝生流）

：養老

●日

時／6月11日（土）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

●枚

数／10枚（1会員2枚まで）

2,000円（一般料金3,300円）

● 申込期限／5月14日（土）必着

チケット

6/24
・26 舞台『殺人の告白』
FRI SUN
「殺人の告白」は2012年、韓国で公開された映画作品の舞台化。新鋭チョン・ビョンギル監督が、「殺人の追憶」の
題材にもなった華城連続殺人事件からインスピレーションを得て描いたサスペンス作品です。

2017年、日本でも「22年目の告白～私が殺人犯です」のタイトルでリメイクされています。
●出

演／イ・ドゥソグ／ユナク、チェ・ヒョング／堂珍嘉邦
グァンス／ 小南光司、チョン・スヨン／岡田夢以
カン・ドゥヒョク／日向野 祥、チョン・テソク／白又 敦
チェ・ガンスク／加藤里保菜、チャン・ミジャ／大林素子
J／前川泰之、チョン・ウヌ／岡田浩暉

●日

時／① 6月24日（金）18：30開演

●会

場／サンシャイン劇場（JR線等「池袋駅」
、地下鉄線「東池袋駅」）

●料

金／全席指定

② 6月26日（日）13：00開演

7,000円（通常料金9,900円）

※未就学児童の入場はできません。
●枚

数／各10枚（1会員4枚まで）

● 申込期限／5月14日（土）必着

チケット

6/18
SAT

ミュージカル CROSS ROAD クロスロード
～悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ～

こんな噂を聞いたことはありませんか？十字路（クロスロード）の森には、音楽の悪魔が棲む！！
人気シリーズ『VOICARION』劇作家・藤沢文翁×作曲家・村中俊之が紡ぐパガニーニの物語
●出

演／相葉裕樹／水江建太（Wキャスト）
中川晃教、早川聖来（乃木坂46）
、青野紗穂、畠中 洋
山寺宏一／戸井勝海（Wキャスト）
、香寿たつき

●日

時／6月18日（土）18：00開演

●会

場／シアタークリエ（JR線等「渋谷駅」
）

他

9,000円（通常料金12,000円）※未就学児童の入場はできません

●料

金／一等席

●枚

数／10枚（1会員4枚まで）

● 申込期限／5月14日（土）必着

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

 5）
ゆとりちよだ【第206号】（

※5月号のお申し込みは5月1日以降から受け付けます

図書カード

図書カードNEXT
有効期限は10年。
カード裏面に有効期限が印刷されています。
● 販売カード／5,000円カード

500枚

● 販売価格／4,000円
● 申込制限／1会員2枚まで（申込多数の場合抽選）
● 申込方法／往復はがき・ホームページ（希望枚数を記載）
● 申込期限／5月1日（日）～5月13日（金）必着
● 当落通知／5月20日（金）までに申込いただいた方法で通知
※申込締切後のキャンセル・変更はできません。
● 引取期間／5月30日（月）～6月8日（水）
〈代引発送

事務局からのお願い

6月初め頃〉

当選後は期間内（5/30～6/8）のお引取りにご協力ください。
引取期間内のお引取が難しい場合は、代引（有料300円～）のご利用もご検討ください。

野 球 観 戦

東京ドーム 巨人戦

A席（2席セット）

巨人戦チケットを2席セットで販売します（1席のみの販売はありません）。
1席につき、東京ドームグループ利用券（500円券）1枚が付きます。
試合日程

対戦チーム

料金・座種

6/3（金）18：00
6/4（土）18：00

ロッテ

各試合

Ａ席

５組（2席1組） 1組

8,000円

※1塁側・3塁側の指定はできません

6/5（日）14：00

● 申込期間／往復はがき又はホームページで申込、5月11日（水）必着
●申込多数の場合は抽選になります。
（締切後、1週間を目途に当落通知）
●申込締切後のキャンセル・変更はお受けできません。

サッカー観戦

2022 Ｊ１リーグ
横浜Ｆ・マリノス、ＦＣ東京の下記試合のチケットを販売します。
ご希望の方は、ゆとりちよだホームページで詳細をご確認の上、お申込みください。
（制限試合等になった場合は、販売中止になることもあります。）
ホームチーム
横浜Ｆ・マリノス
（日産スタジアム）

ＦＣ東京
（味の素スタジアム）

対戦チーム
柏レイソル

試合日程
6/25（土）16：00

サンフレッチェ広島

7/6（水）19：00

アビスパ福岡

7/2（土）18：00

北海道コンサドーレ札幌

7/6（水）19：00

ジュビロ磐田

7/17（日）18：00

座種・料金
メインＳＡ

2,000円

サポーターズシート 1,800円
メインＳ

3,500円

ホーム自由（大人）

1,800円

ホーム自由（U-18）

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

600円

（6） ※5月号のお申し込みは5月1日以降から受け付けます

ゆとりちよだ【第206号】

お知らせ
令和４年度事業計画・予算が決まりました
令和4年3月4日の理事会及び令和4年3月18日の社員総会で、令和4年度事業計画及び予算が議決されました。
◆ 事業計画◆
●昨
 年同様スパリゾートハワイアンズバスツアー及び食事付の劇団四季（2回）の公演等、特別企画として格安に実施を予定しています。
● バスツアーは4回
（6月・11月・1月・2月）を大型バス2台に1台あたり30人定員で実施を予定しています。
● セミナーは、健康・自己啓発・老後安定をテーマに年5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、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12試合、Jリーグは横浜F・マリノス及びFC東京の観戦券、スキーリフト券等を

あっせんいたします。

●好
 評の食事券、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。

※昨年度は新型コロナ感染症の感染状況を見据え、十分な感染防止対策を施したうえで、各事業を実施してきましたが、一部の事業に
ついては、催行を中止せざるを得ないものもありました。今年度も引き続き新型コロナに対する感染症対策に留意したうえで、計画し
た事業の全面実施と事業に対しての補助額を通年より今年度に限り多少割増し、多くの会員に利用していただきける計画にしました。

お知らせ

令和４年度

収入

単位：千円

科 目
会費収入
事業収入
補助金収入
雑収入
前年度繰越金
合計

5月窓口
施

設

金 額
36,100
33,893
38,753
2,133
3,103
113,982

予算

支出

単位：千円

科

目

事業費
事業人件費
各種事業費
管理費
人件費
管理運営費
合計

金 額
96,293
21,064
75,229
17,689
9,157
8,532
113,982

をあっせん販売しています
名

あっせん期間

北斎/大英博物館
奥田元宋と日展の巨匠
潮干狩/江川海岸（木更津）
ぐるっとパス
東京ドームシティ得10ケット
東武動物公園
サンリオピューロランド パスポート
サンシャイン水族館

6月3日まで
6月24日まで
7月15日まで
1月27日まで

会員・家族料金

1会員の購入できる枚数等

1,000円（大人）700円（大学・高校生）／会期6月12日まで
あっせん期間内4枚まで
800円（一般）／会期7月3日まで
800円（大人）400円（４歳～小学生）／7月18日まで有効
あっせん期間内6枚まで
1,600円（大人）/有効期限：最初に利用した日から2か月間（最終有効期限：2023年3月31日） 年間 6冊まで
2,200円（大人・こども共通券）／9月30日まで有効
2,000円（大人・こども共通券）※３歳以上有料／3月31日まで有効
2,400円（大人）1,800円（3歳～高校生・65歳～）／9月30日まで有効
1,400円（大人）／9月30日まで有効

プラネタリウム/満天
サンシャイン60展望台
TOHO映画券
国立演芸場
スパ ラクーア
スパリゾート ハワイアンズ

800円（大人）／3月31日まで有効
年間を通じて 600円（大人）／9月30日まで有効
購入できます 1,000円（大人）／9月30日まで有効
1,100円／3月20日まで
1,600円（平日券・一般）／9月16日まで有効
600円（大人・こども・幼児共通券）※3歳以上有料／3月31日まで有効
400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
ラフィネ ランニングスタイル
400円（大人）
区立プール

月6枚・年30枚まで

月10枚・年60枚まで

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25日( 水 ) は、午後7時まで営業いたしております。
［コロナウイルス感染対策中（緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置期間中）は、午後5時までの営業になります。
］

※有効期限があるものは、期間中閉館等の場合有効期限が延びます。施設のホームページで確認できます。
※今後、会報誌に掲載が間に合わない場合は、ホームページのみで募集することがあります。
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

