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劇

ゆとりちよだ

特別企画

劇団四季
『バケモノの子』観劇会 食事付き

劇団四季史上、最大規模の新作オリジナルミュージカルとなるこの作品。原作は、2015年公開
のスタジオ地図作品、細田守監督による長編アニメーション映画「バケモノの子」です。スタジ
オ地図の大ヒット作の一つで、翌年の第39回日本アカデミー賞では最優秀アニメーション作品
賞を受賞しています。作品を通して描かれるのは、熊徹と九太───ふたりの相互成長と、まるで
本当の親子のような固い絆。そして、自分のアイデンティティを模索し葛藤する九太の姿です。
ブルーフィン バイ
お食事は鮮魚専門店『魚力』直営の「アトレ竹芝」シアター棟２階レストラン『Bluefin by
ウ オ リ キ
UORIKI』にて。子ども料金の方には、お子様用のお食事のご用意を致します。
こちらの食事会場に現地集合となります。
●日

時／ 7 月 29 日

金曜日

ブ ル ー フ ィ ン

バ イ

ウ

オ

リ

キ

● 会場・時間／ 食事会    Bluefin by UORIKI

11：45～13：00

シアター棟2階

 観劇会 13：30～16：15  
（2幕構成／休憩20分を含む）

JR東日本四季劇場［秋］
【S席】指定席1階または2階
● アクセス／JR浜松町駅北口徒歩約6分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B1徒歩約7分
東京臨海新交通ゆりかもめ竹芝駅徒歩約3分
● 参加料金／会員・家族（中学生以上） 10,000円
家族（3歳以上小学校6年生以下） 5,000円
※ゆとりちよだの補助金による割引
◆
◆
◆
◆

参加料金には観劇代と食事代を含みます。
（お食事の嗜好やアレルギー対応は承れません。
）
3歳に満たないお子様のご参加はいただけません。（ひざ上鑑賞も不可）
応募多数が見込まれるため、関係者（友人・知人）の同伴参加は出来ません。
観劇中はマスク着用必須、劇場および店舗が行っている感染防止対策にご協力ください。

● 募集人数／ 50 名（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
※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。
※参加者全員の氏名・年齢・会員番号または続柄を明記
● 申込期間／6月1日（水）～6月12日（日）
● 当落通知／6月17日（金）までに申込方法で通知
※当落通知が届かない場合は、必ず事務局までお問合せください。
● 引取期間／《窓口》6月24日（金）～7月4日（月） 《代引》6月下旬発送予定（有料300円～）
● 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・返金もお受けできません。有償無償問わず、他人への譲渡転売は厳禁です。

公演中止による払戻しの際は、チケットが必要となります。

《大人》お献立
握り寿司五貫
ロール２ピース
【ホットディッシュ】三種
サラダ
赤出汁
ブリュレ／珈琲または紅茶

《子ども》お献立
握り寿司二貫(まぐろと海老)
巻物半分
自家製玉子焼
海老フライ・ポテトフライ
たらのフリッター
ブリュレ／ソフトドリンク

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

（2） ※6月号のお申し込みは6月1日以降から受け付けます

ゆとりちよだ【第207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

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。

日本初演30周年記念公演

8/21
・24
「ミス・サイゴン」
SUN WED ミュージカル
2022年、今、奏でる ─ 命をかけて貫いた愛 ─
舞台は、ベトナム戦争末期のサイゴン。エンジニアの経営するキャバ
レーで知り合った、ベトナム人の少女キムと米兵クリスの二人の愛、
別離、運命的な再会。そして、キムの子タムへの究極の愛…
戦争の悲劇が私達とそう遠くない世界で繰り広げられる今、少女キム
の思いを帝劇の空間いっぱいに心を込めてお届けします。
●出

演／エンジニア：市村正親（21日）
、伊礼彼方（24日）
キム：昆 夏美（21日）
、高畑充希（24日）
クリス：小野田龍之介（21日）
、海宝直人（24日） 他

●日

時／① 8月21日（日）18：00開演

●会

場／帝国劇場（地下鉄線「日比谷駅」
、JR線等「有楽町駅」）

●料

金／① S席

10,500円（通常料金15,000円）

② S席

11,500円（通常料金15,000円）

② 8月24日（水）18：00開演

※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／6月14日（火）必着

チケット

7/3
・7 「室温 ～夜の音楽～」
SUN THU
ケラリーノ・サンドロヴィッチの傑作ホラー・コメディ 河原雅彦による
新演出版上演！人間が潜在的に秘めたる善と悪、正気と狂気の相反する
感情を、恐怖と笑いに織り込んだこの作品はホラー・コメディとして絶
賛され、第五回鶴屋南北戯曲賞を受賞。この度、数々の話題作を世に
送り出した、奇才・河原雅彦の手により新演出版として上演！音楽は新
しい時代のディープファンクバンドである在日ファンクが担当。全編生
演奏にてお届けします。
●出

演／古川雄輝、平野 綾、坪倉由幸(我が家)、浜野謙太、長井 短
堀部圭亮

●日

他

時／① 7月3日（日）12：00開演
② 7月7日（木）18：00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／① S席

7,000円（通常料金9,500円）

② S席

6,000円（通常料金9,500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／6月9日（木）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207号】（

※6月号のお申し込みは6月1日以降から受け付けます

チケット

ミュージカル・ガラ・コンサート
7/17
SUN
～10th Anniversary～

世界を代表するミュージカルスター達と共に東急シアターオーブ10周年を祝うミュージカル・ガラ・
コンサートが開催決定！『レ・ミゼラブル 25周年記念コンサート』ジャベール役、『オペラ座の怪人』
ブロードウェイ公演史上初のアフリカ系アメリカ人によるファントム役として話題となり、『ポーギー
とベス』ポーギー役ではトニー賞ミュージカル主演男優賞にノミネートされたミュージカル界を代表す
るトップスター、ノーム・ルイスが出演！そして、ディズニー・ミュージカル『アナと雪の女王』ブロードウェイ公演で初代エルサ役とし
て世界の注目を浴びたケイシー・リーヴィが待望の初来日を果たします。また、ブロードウェイで演出を手掛けた作品が高く評価されて
いる俳優のマイケル・アーデンが演出家として参加。10年の歴史と世界のミュージカル界の“今”が重なる特別な公演をお届けします。
●出
●曲

演／ノーム・ルイス、ケイシー・リーヴィ 他 ※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。
目／『オペラ座の怪人』
、
『レ・ミゼラブル』、『王様と私』、『ウエスト・サイド・ストーリー』、『アナと雪の女王』
『ジーザス・クライスト＝スーパースター』 他 ※演奏曲目は、変更になる場合がございます。
●日
時／7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 9,000円（通常料金13,800円）※未就学児童の入場はできません。
●枚
数／8枚（1会員2枚まで）
● 申込期限／6月14日（火）必着

チケット

7/27
・30
WED SAT

この夏、新たな冒険の旅に出かけよう！！
『ピーター・パン』
ブロードウェイミュージカル

すべての人にとって忘れられない素敵な夏の思い出になること間違いなし！
今年の夏もネバーランドへの旅へ出かけよう！
●出

演／ピーター・パン：吉柳咲良、フック船長／ダーリング氏：小西遼生
ウェンディ：岡部 麟（AKB48）
、タイガー・リリー：田野優花、ダーリング夫人：壮 一帆 他
●日
時／① 7月27日（水）16：00開演 ② 7月30日（土）16：00開演
●会
場／東京国際フォーラムホールC（JR線等「有楽町駅」）
●料
金／S席 大人 6,000円（通常料金8,500円） 小人 4,000円（通常料金5,500円）
●枚
数／各日とも大人・小人併せて10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月14日（火）必着

チケット

8/13
SAT

明治座 水木しげる生誕100周年

舞台『ゲゲゲの鬼太郎』

2022年 夏 ── 。 水 木 し げ る 生 誕100周 年 に、 舞 台
「ゲゲゲの鬼太郎」の上演が決定！鬼太郎と妖怪たちが
織りなす、奇奇怪怪な舞台にどうぞご期待ください。
●出

演／ゲゲゲの鬼太郎：荒牧慶彦
ねこ娘：上坂すみれ、ねずみ男：藤井 隆
七海ひろき、浅野ゆう子 他
●日
時／8月13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 7,500円
（通常料金12,000円）
※未就学児童の入
場はできません
●枚
数／10枚
（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月14日（火）必着 ©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
©舞台「ゲゲゲの鬼太郎」製作委員会

チケット

8/17
・19 逃走中 THE STAGE
WED FRI
世界中の子供たちが熱望する「逃走中」
というゲームに参加することになった、12
名の小中学生。彼らが目指すは50分間
逃げ 切り、賞金を獲 得すること。しか
し、ゲームが終了を告げるとき彼らが本
当に得たものは！？ 60分という公演時間
の中で繰り広げられる、バラエティーに
富んだ楽曲の数々。そこにつけられた、
スピード感あふれるダンスで「逃走中」のスリ
ルを表現します。今回はその舞台作品です。
●日

時／① 8月17日（水）17：00開演
② 8月19日（金）11：00開演
●会
場／なかのZERO大ホール（JR線等「中野駅」
）
●料
金／全席指定 2,500円（通常料金3,500円） 
※3歳以下は膝上鑑賞無料（保護者1名につきお子さま1名まで）。
ただし、お席が必要な場合はチケットが必要となります。
●枚
数／各10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月14日（火）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） ※6月号のお申し込みは6月1日以降から受け付けます

チケット

ゆとりちよだ【第207号】

国立能楽堂 ７月特別企画公演

7/28
『能を再発見する』
THU

7月の国立能楽堂公演は、特別企画公演として「能を再発見する」をテーマに、復曲能 賀茂物狂（かもものぐるい）
を天野文雄京都芸術大学舞台芸術研究センター特別教授のおはなしつきでおくります。賀茂物狂は長らく観世流
では演じられていなかったものを、観世流宗家が復活させる特別な舞台になります。ぜひお楽しみください。
●演

目／おはなし：天野文雄（京都芸術大学舞台芸術研究センター特別教授）
復曲能

賀茂物狂（かもものぐるい） 観世清和

●日

時／7月28日（木）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」）
3,500円（一般料金5,700円）

●料

金／脇正面

●枚

数／10枚（1会員2枚まで）

● 申込期限／6月14日（火）必着

チケット

7/20
WED

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで登場！家族全員で、
楽しく学べるリアル恐竜ショー！
『リアル恐竜ショー 恐竜パーク』

恐竜たちがどんな時代を生きて、どんな暮らしをしていたのか。恐竜パークをみればその答えがきっと見つかります。
恐竜たちのいる世界をリアルに体験しながら、恐竜にまつわる歴史を楽しく勉強しよう！
ショーには大人気のティラノサウルスや日本の恐竜フクイラプトルが登場。お子様が喜ぶこと間違いなし！
夏休みの家族の思い出づくりにぴったりなショーです。
●日

時／① 7月20日（水）13：00開演 
② 7月20日（水）16：00開演
●会
場／江東公会堂（ティアラこうとう）
（都営地下鉄新宿線・東京メトロ半蔵門線「住吉駅」
）
●料
金／全席指定 2,500円（通常料金3,300円）
※3歳以上有料、2歳以下膝上観賞無料。但し、座席が必要な場合は有料
●枚
数／各10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月14日（火）必着

チケット

7/23
SAT

野村万作監修 WORKSHOP

『狂言ノススメ その二十一』

セルリアンタワー能楽堂開場以来、毎年開催している「野村万作監修 WORKSHOP 狂言ノススメ」は、今年で21回目を
迎えます。出演者による解説、ワークショップに加え、狂言を二番上演と盛りだくさんの内容です。狂言一番目は、耕作
人が連れてきた牛を自分が逃がしてしまった牛だと主張する博労（牛馬の仲買人）が、どうにか取り戻そうとする「横座」
。
牛をめぐるやり取りの中で『平家物語』にも見られる、皇位をめぐっての壮絶な加持祈祷合戦
の語りが聞きどころです。続いて、ある家で元料理人の僧と元僧の料理人が雇われる「宗八」
。
それぞれの仕事に取り掛かるが慣れない仕事に戸惑い、互いの仕事を取り替えて急場をしの
ごうとしますが…。リアルな小道具を使った料理の場面や僧の読経場面が見どころです。
●演

目／解説・ワークショップ：内藤 連
狂言「横座」
  博労：深田博治、何某：高野和憲、牛：石田淡朗、後見：内藤 連
狂言「宗八」
  宗八：中村修一、主：月崎晴夫、僧：内藤 連、後見：飯田 豪
●日
時／7月23日（土）14：00開演
●会
場／セルリアンタワー能楽堂（JR線等「渋谷駅」）
●料
金／自由席 2,000円（通常料金3,000円）※未就学児童の入場はできません
●枚
数／8枚（1会員2枚まで）
● 申込期限／6月14日（火）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207号】（

※6月号のお申し込みは6月1日以降から受け付けます

チケット

7/3
SUN

DRUM TAO 2022

新作舞台「KAIKI」

世界観客動員800万人超！
圧倒的な音表現を持つ和太鼓を驚異のパフォーマンスで表現するDRUM TAOの新作舞台。
●出
演／DRUM TAO
●日
時／7月3日（日）17：00開演
●会
場／TOKYO DOME CITY HALL（JR線等「水道橋駅」
、地下鉄線「後楽園駅」
、
「春日駅」
）
●料
金／全席指定 5,500円（通常料金8,500円）※未就学児童の入場はご遠慮願います。
●枚
数／10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月9日（木）必着

チケット

7/4
MON

待望の来日！ フランソワ＝グザヴィエ・ロト指揮

ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団

現在最注目の指揮者の一人、フランソワ=グザヴィエ・ロト。彼の名を一躍有名にさせた、自ら創設し
たオリジナル楽器のオーケストラ、レ・シエクルとの活動の他にも、現在、モダン楽器のオーケストラ
であるケルン・ギュルツェニヒ管の音楽総監督を務めており、マーラー、シューマン、ベートーヴェン、
ブルックナー、ブラームスといったドイツ作品に対しても相性の良さを聴かせてくれます。ドイツを拠点
にソリストとして世界の舞台で演奏する傍ら、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団第1コンサートマス
ターを務める樫本大進をソリストに迎え、どのような演奏を聴かせてくれるのか、興味は尽きません。
●指
●出
●曲

揮／フランソワ=グザヴィエ・ロト
演／ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団
目／ベートーヴェン：
「レオノーレ」序曲第3番
サン＝サーンス：ヴァイオリン協奏曲第3番(Vln.樫本大進）
シューマン：交響曲第3番『ライン』
●日
時／7月4日（月）19：00開演
●会
場／サントリーホール（東京メトロ銀座線等「溜池山王駅」）
●料
金／S席 13,000円（通常料金17,000円）※未就学児童の入場はできません。
●枚
数／10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月9日（木）必着

チケット

7/21
THU

フランソワ=グザヴィエ・ロト
©Julia Sellmann

樫本大進
©KeitaOsada（Ossa Mondo A&D）

透徹したピアニズムが交錯する

松田華音＆牛田智大 ２台ピアノ・コンサート

人気・実力を兼ね備えた二人の競演がついに実現！
才能と才能のぶつかりあい、聴き応えたっぷりな2台ピアノ・コンサートをお聴き逃しなく！
●出
●曲

演／ピアノ：松田華音、牛田智大
目／J.Sバッハ（ブゾーニ編）
：コラール前奏曲「主よ、われ汝に呼ばわる」
BWV639（牛田智大ソロ）
チャイコフスキー：18の小品 Op.72より 第8番「対話」
第18番「踊りの情景」
（トレパークへの誘い）
（松田華音ソロ）
ラフマニノフ：組曲第1番「幻想的絵画」Op.5（2台ピアノ）
プロコフィエフ（プレトニョフ編）
：バレエ組曲「シンデレラ」Op.87（2台ピアノ）
●日
時／7月21日（木）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 4,500円（通常料金6,000円）※未就学児童の入場はできません。
●枚
数／10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月14日（火）必着

©Ariga Terasawa

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

©Ayako Yamamoto

（6） ※6月号のお申し込みは6月1日以降から受け付けます

チケット

7/3
SUN

ゆとりちよだ【第207号】

Pianos’ Conversation 2022

鈴木優人plays Bach to Piazzolla

バッハからピアソラへ―多彩な鍵盤楽器で繋ぐ300年のタイム・トラベル。ピアニスト・鍵盤楽
器を中心とした様々なコラボレーションをお楽しみいただくシリーズ待望の第2弾！指揮者、
作曲家としての活躍とともに、ピアノ・オルガン・チェンバロを弾きこなす鍵盤奏者でもある鈴木
優人を迎え、さまざまな鍵盤楽器を軸に、バッハからピアソラまで300年の時を駆け抜けます。
●演

奏／オルガン、チェンバロ、ピアノ：鈴木優人
鈴木タンゴ・トリオ（スズキトレス）
：鈴木崇朗、鈴木広志、鈴木大介
●曲
目／J.S.バッハ：トッカータとフーガ  ニ短調  BWV565、小フーガ  ト短調  BWV578
武満 徹：夢見る雨
ピアソラ：リベルタンゴ、
「ブエノスアイレスの四季」より 他
●日
時／7月3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 4,500円（通常料金7,000円）※未就学児童の入場はできません。
●枚
数／10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／6月9日（木）必着

Marco Borggreve（鈴木優人）
共立育（鈴木崇朗）
Shitoku Koh（鈴木広志）
Naoya Ikegami（鈴木大介）

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

7/8（金）18：00
7/9（土）14：00

DeNA

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

7/10（日）14：00

● 申込期間／往復はがき又はホームページで申込、6月11日（土）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
鹿島アントラーズ

試合日程

座種・料金

7/30（土）19：00

メインＳＡ

湘南ベルマーレ

8/13（土）19：00

サポーターズシート 1,800円

清水エスパルス

8/ 7（日）18：00

メインＳ

3,500円

セレッソ大阪

8/13（土）19：00

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

2,000円

600円

公益社団法人

ゆとりちよだ
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※6月号のお申し込みは6月1日以降から受け付けます

ヴィラフォンテーヌグランド東京有明
ブッフェ＋日帰り入浴券
ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京有明のレストラン『グランドエール』のブッフェ食事券と
『泉天空の湯』の日帰り入浴券を、セットで販売いたします。
（バラ売り不可）
6月1日より、購入希望の方全員にチケットをご用意いたします。
（先着順ではありません）
購入数がお決まりになりましたら、電話で取り置きの上、ゆとりちよだ窓口でご購入下さい。
【会員番号をご用意の上お電話ください  03-3294-8558】※ホームページからの申込みはできません。
※代引郵送も承ります。(有料300円)
発送は週２回ほど不定期となりますので利用日より一週間以上、余裕をもってお申込み下さい。

広々とした上質な空間で、
和洋中バラエティに富んだブッフェをご用意する
オールデイダイニング『グランドエール』
。
ココロときめく、カラダうるおう、
多彩なお湯で癒されるスパ『泉天空の湯』
。
とびきり優雅なひとときをお楽しみください。
● 販売期間／6月1日（水）～8月15日（月）
● 利用期間／6月1日（水）～11月30日（水）※除外日 8月11日（木）～8月16日（火）
● 購入可能数／ランチ/ディナー合わせて1会員4枚まで
● 購入方法／電話（03-3294-8558

会員番号をご用意ください）または窓口

● 注意事項／＊購入希望の方全員にチケットをご用意いたします。先着順ではありません。

＊食事券は消費税・サービス料込です。

＊レストランは必ずご予約の上ご利用ください。（ホテル代表03-6426-0505）
＊入浴は予約不要です。営業時間中いつでもご利用できます。またお食事と入浴を別の日にご利用いただく
事も可能です。

＊感染防止のため、各店舗が行っている感染予防対策にご協力ください。
＊店舗の営業休止以外の理由による払戻しや利用期間延長は一切お受けできませんので、期間内早めのご利用
をお願いいたします。
● アクセス／ゆりかもめ「有明」
「有明テニスの森」駅、りんかい線「国際展示場」駅

各徒歩4～6分

ランチ

ディナー

ブッフェ＋日帰り入浴券

ブッフェ＋日帰り入浴券

2,700 円（一般料金 4,900 円）

4,200 円（一般料金 6,900 円）

レストラン グランドエール

レストラン グランドエール

ランチブッフェ
11:30～14:00（L.O.13:30）90分制

ディナーブッフェ
17:00～22:00（L.O.21:30）
※⾦・⼟・祝前⽇・特定日は現地にて＋1,000円お支払い

泉天空の湯

泉天空の湯

※土・日・祝⽇・特定日は現地にて＋600円お支払い

※土・日・祝⽇・特定日は現地にて＋600円お支払い

● 泉天空の湯／＊ 24時間営業（入館受付 5：00〜25：00） ＊定休日 毎月1回程度 設備点検のため閉館
＊館内着200円付

入湯税150円含む

＊岩盤浴 別途

深夜料金 別途

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

（8） ※6月号のお申し込みは6月1日以降から受け付けます

ゆとりちよだ【第207号】

レ ジ ャ ー

新江ノ島水族館【特別販売】
8,000 匹のマイワシの大群が銀色に輝きながらうねり泳ぐ「相模湾大水槽」や幻想的なクラゲの癒し空間「クラゲ
ファンタジーホール」、イルカやアシカのパフォーマンスなど見所満載のエデュテインメント型水族館「新江ノ島
水族館」の入場券を特別価格で販売します。
新江ノ島水族館はこちら ⇒ http://www.enosui.com/
● 利用期間／引取日～2023年1月31日（火）
● 販売価格／入場券

大人

1,400円（一般料金

小・中生

700円（一般料金

2,500円）、高校生

1,000円（一般料金

1,700円）

1,200円）

※高校生は入場口で生徒手帳等の提示が必要です。
● 申込方法／往復はがき・ホームページから申込（申込枚数を必ず記入してください。）
● 申込期間／6月1日（水）～6月18日（土）まで
● 引取期間／7月5日（火）～7月14日（木）＜代引発送予定
●枚

7/7（木）頃＞

数／1会員4枚まで

● 注意事項／※お申込みいただいた全員分のチケットをご用意します。抽選はありません。
※受付（自動返信）メール、返信はがきが届いた時点で申込完了です。
受付メール、返信はがきが届かない場合は、事務局までお問合せください。
Gmailご利用の方は、info＠yutori-chiyoda.netを受信するように設定ください。

※申込期間終了後のキャンセルは出来ません。

6月窓口
施

設

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）／10月31日まで有効
1,100円／3月20日まで
1,600円（平日券・一般）／10月7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6月1日 ( 水 ) と29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

