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劇団四季ディズニーミュージカル

『 美女と野獣 』観劇会

食事付き

ディズニーミュージカル『美女と野獣』
。新たな演出で、舞浜アンフィ
シアターにて2022年10月開幕しました。
日本初演以来、色あせることなく上演を続け、このたび新たな地で大
きくリニューアルされる『美女と野獣』
。華やかなステージと美しいナ
ンバーに彩られた珠玉のラブストーリーに、どうぞご期待ください。
観劇後のお食事は舞浜駅直結の「イクスピアリ」内『自然派ビュッフェ
きょう
うた
饗の詩』にて。
全面ガラス張りの「オリーブと噴水の広場」をのぞむ開放的な空間で、
ゆったりとお食事をお楽しみください。
●日

時／ 12 月 27 日

火曜日

● 会場・時間／ 観劇会   12：00 ～15：00  
（2幕構成／休憩20分を含む）

舞浜アンフィシアター【S席】指定席1階

きょう

うた

 食事会 15：10 ～16：50  
【自然派ビュッフェ 饗の詩】
イクスピアリ１階 ガーデン・サイト
● アクセス／JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」南口 イクスピアリ内経由 徒歩約10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）の同伴参加はできません。
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／11月1日（火）～11月13日（日）
● 当落通知／11月18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。

旬の野菜と
厳選食材を使った料理が
食べ放題
“野菜から心と身体にやさしく”を
コンセプトに、
彩り美しいバラエティ豊かな
「お料理」と「デザート」を
ビュッフェスタイルで
お楽しみいただけます。

● 引取期間／《窓口》11月24日（木）～12月5日（月） 《代引》11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。

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） ※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

ゆとりちよだ【第212号】

セ ミ ナ ー

マロンナッツロール作りセミナー
先生のわかりやすい説明を聞きながら、北海道産小麦粉を使ってケーキ作り。
ふわふわのロール生地が失敗なく作れます。
初めてでも、お一人でも、男性の参加も大丈夫です。
マスク着用と、アルコール消毒のご協力をお願いします。

12 月 3 日（土）

13：30～16：00（13：10〜受付開始）

●日

時／

●会

場／ホームメイドクッキング有楽町教室
TEL.03-3216-3333
千代田区有楽町1-12-1

新有楽町ビルB１F

● 持 ち 物／マスク（マスク着用を必須とさせていただきます）

エプロン、ハンドタオル、筆記用具
お持ち帰り用マイバッグ、飲み物
● 参 加 費／会

員

家 族
会員の関係者

2,500円

マロンナッツロール

3,000円
4,000円

※ 当選連絡後、11月28日（月）までに、

ゆとりちよだ窓口または振込みにてお支払い。

● 募集人数／高校生以上 20名（最小催行人数10名）応募多数の場合抽選
● 申込方法／ホームページ・往復はがき
● 申込期間／11月1日（火）～11月13日（日）
● 当落通知／11月18日（金）までに申込方法で通知
● キャンセル料／3 日前から前日〈11月30日～12月2日〉
：2,500円
（差額のある「家族・関係者」は返金します。会員は返金なし。）
当日〈12月3日〉
：返金なし

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／11月1日（火）～11月12日（土）必着
※申込締切後のキャンセル・変更はできません。
● 当落通知／11月21日（月）までに申込いただいた方法で通知
● 引取期間／11月28日（月）～12月9日（金）
〈代引発送

12月初め頃〉

※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。

事務局からのお願い

当選後は期間内（11/28～12/9）のお引取にご協力ください。
期間内の窓口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。

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

※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

 3）
ゆとりちよだ【第212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

1/16
・17
MON TUE

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。

ハンガリー国立フィル創立100周年記念コンサート
小林研一郎 指揮 ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団

小林研一郎(愛称コバケン)はハンガリーに愛されるマエストロである。｢ハンガリー国立フィルは、コンクールで
優勝したばかりの僕に指揮を任せてくれた。その熱意に応えなくてはと、ずっと全精力を注いできました。僕は常
にアブノーマルな響きをオーケストラから引き出したい。聴衆を別世界へいざなう幻想的な演奏をしたいのです｣
こう語る彼の情熱的で真摯でひたむきな演奏姿勢は ｢炎のマエストロ｣ と称される。コバケンはいま生まれたばか
りの作品に対峙するような思いを抱き、オーケストラから清新な響きを引き出す。その新風を全身にまとうと聴き
手も活力と勇気が与えられ、至福の時を過ごすことができる。さあ、音楽から愛と情熱を受け取りましょう！
●指

揮／小林研一郎

●出

演／千住真理子（ヴァイオリン）
：1/16公演
仲道郁代（ピアノ）
：1/17公演
ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団

●曲

目／① 1月16日（月）
ベートーヴェン：
「エグモント」序曲
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番（Violin：千住真理子）
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」
② 1月17日（火）
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」（Piano：仲道郁代）
チャイコフスキー：交響曲第5番

●日

時／① 1月16日（月）19：00開演
② 1月17日（火）19：00開演

●会

場／サントリーホール
（地下鉄線「六本木一丁目」
、
「溜池山王駅」）

●料

金／①、②両公演とも S席

千住真理子Ⓒ KiyotakaSaito
仲道郁代Ⓒ Taku Miyamoto
小林研一郎Ⓒ三浦興一

9,000円（通常料金14,000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／11月14日（月）必着

チケット

1/15
SUN

ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団
Ⓒ József Wágner Csapó

「初代国立劇場さよなら公演」

令和5年初春歌舞伎公演

令和5年1月の国立劇場では、初春歌舞伎公演をお楽しみいただきます！
新しい年の始めに、歌舞伎の魅力的な世界を体感してください！
●演

目／ 鋭 意 選 定 中

●出

演／尾上菊五郎 他

●日

時／1月15日（日）開演時間未定（昼の部）
演目等詳細は国立劇場HPをご確認ください。

●会

場／国立劇場大劇場（東京メトロ「半蔵門駅」、「永田町駅」）

●料

金／一等席

●枚

数／10枚（1会員4枚まで）

7,500円（通常料金12,000円）

● 申込期限／11月14日（月）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） ※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

ゆとりちよだ【第212号】

チケット

1/12
・14
THU SAT

東京芸術劇場

舞台『宝飾時計』

それぞれの人生と生き方を描いた、至極の新作舞台。
子 供 の 頃 か ら「 女 優」と し て 生 き て き た、 主 人 公 の ゆ り か。
30歳を迎え、自分の人生に迷う日々。
自分の人生は一体誰のものなのだろう。彼女が選ぶ、人生の
進め方とは。
女性ならではの独特な視点で注目作を生み出し続けている
根本宗子がオリジナル脚本・演出を手掛け、豪華実力派俳
優陣とともに創り出す新作舞台。衣裳はファッションデザ
イナーの神田恵介（keisuke kanda）が、初めて演劇の衣裳を
担 当 す る。 メ イ ン ビ ジ ュ ア ル の た め に 作 ら れ た 衣 裳 に は、
ベビー服や学生服など、主人公のゆりかの生きてきた様々な
時代が詰め込まれている。
● 脚本・演出／根本宗子
●出

演／高畑充希、成田凌、小池栄子、伊藤万理華

●衣

装／神田恵介（keisuke kanda）

●日

時／① 1月12日（木）19：00開演

他

② 1月14日（土）17：30開演
●会

場／東京芸術劇場プレイハウス（JR線他「池袋駅」）

●料

金／① S席

6,500円（一般料金9,800円）

② S席

7,000円（一般料金9,800円）

※未就学児童の入場はできません。
●枚

数／各6枚（1会員2枚まで）

● 申込期限／11月14日（月）必着

チケット

国立能楽堂 12月定例公演 ◎演出の様々な形

12/16
狂言「樋の酒」
・能「天鼓」
FRI
12月の定例公演で上演の能「天鼓」は少年天鼓と不思議な鼓にまつわる
作品です。主人の留守中に酒を盗み飲みした召使いを描いた狂言「樋の
酒」とともに、ぜひ、この機会にお楽しみください。
●演

目／狂言

樋の酒（ひのさけ） 山本則孝（大蔵流）

能

天鼓（てんこ） 本田光洋（金春流）

●日

時／12月16日（金）17：30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」）
2,000円（一般料金3,300円）

●料

金／脇正面

●枚

数／10枚（1会員4枚まで）

● 申込期限／11月10日（木）必着

Ⓒ天鼓 盤渉 本田光洋 撮影＝辻井清一郎

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

※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

チケット

 5）
ゆとりちよだ【第212号】（

その夏、僕は大人になった

12/17
舞台『4000マイルズ～旅立ちの時～』
SAT
アメリカ西海岸から東海岸へ ──
僕と祖母のめぐり逢いの物語。
本作は、2011年にオフ・ブロードウェイにて世界初演、2012
年にオビー賞のベスト・ニュー・アメリカンプレイ賞を受賞、
2013年にピューリッツァー賞の最終候補となりました。以
降、世界各地で上演され、2020年春にはロンドンのオールド・
ヴィック劇場で、ティモシー・シャラメ主演で上演されること
が発表され、話題を呼びました。シアタークリエで4度目の演
出となる上村聡史が、本邦初演に挑みます。
大学生レオと祖母のヴェラが、長い時を経て再会することでふ
れ合う、祖母が生きた時代、孫が生きる未来。それぞれ行き場
を失っていた人生を果たして取り戻すことができるのか ──。
珠玉のヒューマンドラマが幕を開けます。
●出

演／岡本圭人、森川 葵、瀬戸さおり、高畑淳子

●日

時／12月17日（土）13：30開演

●会

場／シアタークリエ
（JR線等「有楽町駅」
、地下鉄線「日比谷駅」）
7,500円（通常料金11,000円）

●料

金／全席指定

●枚

数／6枚（1会員2枚まで）

※未就学児童の入場はできません。
● 申込期限／11月10日（木）必着

チケット

小曽根真 クリスマス・ジャズナイト2022
12/21
・
22
WED THU
The Best of Christmas Jazz Night
Music Created at Orchard Hall

世界的ジャズ・ピアニスト、小曽根真がゲスト・ミュージシャンとともに極上の音楽をお届けする人気コンサート。
今回は2006年の第1回公演以来オーチャードホールでのクリスマス・ジャズナイトのためにクリエイトされた作品を
改めてNo Name horsesとともに披露する特別なコンサートになります。この貴重な機会をどうぞお見逃しなく！
●出

演／小曽根真 featuring No Name Horses

●日

時／① 12月21日（水）19：00開演
② 12月22日（木）19：00開演

●会

場／Bunkamura オーチャードホール

●料

金／①、②各公演 S席

（JR線等「渋谷駅」
）
6,000円

（通常料金8,500円）
①、②各公演 A席

5,000円

（通常料金7,500円）
●枚

数／①、②公演ともS席、A席 各8枚
（1会員4枚まで）

● 申込期限／11月14日（月）必着
Ⓒ Ryota Mori

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

（6） ※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

チケット

感動を呼び起こす“歓喜の歌”

ゆとりちよだ【第212号】

チケット

古海行子
ピアノ・リサイタル 2022

12/16
読響「第九」特別演奏会
FRI

12/17
SAT

マルチな才能で活躍する鈴木優人が、鮮烈なタクトで年
末恒例の「第九」を指揮します。英国を代表するソプラ
ノの歌姫サンプソンら世界的に活躍する豪華な歌手陣が
共演し、
「歓喜の歌」の大合唱が高らかに響き渡ります！

昨年のショパンコン
クール帰国後に開催さ
れ た12月 の 浜 離 宮 で
の熱狂的なリサイタル
からちょうど 1 年。同
時期、同会場にて再び
リサイタルを開催！
今年は各地でのリサイ
タ ル や 室 内 楽、 コ ン
チェルトの経験を多く
積み、ダブリン国際ピ
アノコンクールでは第
2 位 を 受 賞 す る な ど、
活躍著しい古海行子。
2022年 の 集 大 成 を お
届けします！

●指
●出

揮／鈴木優人
演／ソプラノ：キャロリン・サンプソン
メゾ・ソプラノ：オリヴィア・フェアミューレン
テノール：櫻田亮
バス：クリスティアン･イムラー
合唱：新国立劇場合唱団
●演
奏／読売日本交響楽団
●曲
目／ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」他
●日
時／12月16日（金）19：00開演
●会
場／東京芸術劇場（JR線等「池袋駅」
）
●料
金／S席 6,000円（通常料金9,700円）
A席 4,500円（通常料金7,600円）
※未就学児童の入場はできません。
●枚
数／各10枚（1会員2枚まで）
● 申込期限／11月14日（月）必着

鈴木優人
Ⓒ読響
キャロリン・サンプソン
Ⓒ Marco Borggreve
オリヴィア・フェアミューレン
Ⓒ Felix Broede
櫻田亮
Ⓒ Ribaltaluce
クリスティアン・イムラ―
Ⓒ Marco Borggreve

チケット

1/8
SUN

●出
●曲

Ⓒ Takafumi Ueno

演／古海行子（ピアノ）
目／ショパン：
アンダンテ・スピアナートと
華麗なる大ポロネーズ Op.22
ラフマニノフ：
ピアノソナタ第2番 Op.36
(1931年版) 他
※曲目は変更になる場合がございます。
●日
時／12月17日（土）14：00開演
●会
場／浜離宮朝日ホール（JR線等「浜松町駅」
）
●料
金／全席指定 3,000円（通常料金4,000円）
※未就学児入場不可。
※曲目は公式サイトをご確認ください。
●枚
数／10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／11月14日（月）必着

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
「ニューイヤー・コンサート2023」

「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世が創設。歴史と伝統に裏打ちされた本家本元のウィンナ・ワルツ！
皆が待っていた、3年ぶりの本格ニューイヤーコンサート。
●指
●演
●曲

揮／ヨハネス・ヴィルトナー
奏／ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
目／ヨハン・シュトラウス2世：
ワルツ「春の声」作品410
ワルツ「美しく青きドナウ」作品314 他
※詳しくは公演HPをご確認ください。
●日
時／① 1月8日（日）11：00開演
② 1月8日（日）15：00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 7,000円（通常料金11,000円）
●枚
数／各10枚（1会員4枚まで）
● 申込期限／11月14日（月）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

※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

チケット

12/25
SUN

 7）
ゆとりちよだ【第212号】（

林 周雅
ヴァイオリン・リサイタル 2022

幅広いジャンルに挑戦する新たなるヴァイオリン界の気鋭！初のリサイタルツアーが決定！
クラシックをベースに持ちながら多ジャンルにも積極的に挑戦している林周雅が満を持してリサイタルを開催する。
クラシックファンのみならず初めてクラシックを聴く人にも楽しんでいただける名曲を演奏します。
●出

演／林 周雅（ヴァイオリン）
佐山裕樹（チェロ）
、高橋優介（ピアノ）

●曲

目／クライスラー：前奏曲とアレグロ、愛の喜び、プレリュードとアレグロ、
ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡）
ポルディーニ：踊る人形
ビュータン：アメリカの思い出「ヤンキー・ドゥー・ドゥル」
林 周雅：新作未発表曲 他
※曲目は変更になる場合がございます。

●日

時／12月25日（日）14：00開演

●会

場／銀座王子ホール（東京メトロ「銀座駅」
、JR線等「有楽町駅」）

●料

金／全席指定 3,500円（一般料金5,000円）
※未就学児入場不可。
※曲目は公式サイトをご確認ください。

●枚

数／8枚（1会員4枚まで）

● 申込期限／11月14日（月）必着

観

劇

吉本興業直営劇場（ルミネtheよしもと）

予約引換券取り扱いのご案内

11月1日（火）より、新宿ルミネtheよしもとの予約引換券の取り扱いを開始します。
● 取扱期間／11月1日（火）～2023年3月31日（金）まで
●料

金／平日：1,500円（前売：2,500円） 休日：3,500円（前売：4,300円）

●枚

数／1会員月間6枚、年間：15枚まで

● 購入方法／「ゆとりちよだ」窓口で指定席予約引換券を購入の上、あらかじめ希望する公演の予約をお取りいただき、当日、
劇場窓口にて座席指定券とお引き換えください。
公演予約先

FANYチケット引換券ダイヤル0570-029-987(12:00～18:00)

※詳細は、ゆとりちよだのホームページをご覧ください。

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） ※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

展

覧

ゆとりちよだ【第212号】

会

マリー・クワント展
ミニスカートで一世を風靡したファッションデザイナー、
マリー・クワントは女性起業家のパイオニアでもありました。
本展ではヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V＆A）
より巡回する多数の衣服等を通じて、マリー・クワントの
時代を切り開いたデザイナーとしての歩みを辿ります。
●会

期／2022年11月26日（土）～2023年1月29日（日）

● 開館時間／10：00～18：00（入館は17：30まで）
毎週金・土曜日は21：00まで（入館は20：30まで）
※金・土の夜間開館については、
状況により変更になる可能性があります。
※状況により、会期・開館時間等が
《マリー・クワントとヴィダル・サスーン》1964 年
Ⓒ Ronald Dumont/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

変更となる可能性がございます。
※本展は会期中すべての日程で
【オンラインによる事前予約】が可能です。
ご予約なしでもご入場いただけますが、
混雑時にはお待ちいただく場合がございます。
予約方法等の詳細は決定次第展覧会HPにてご案内します。

※ご来場の際には、Bunkamura HPにて最新情報をご確認ください。
https://www.bunkamura.co.jp/museum/
● 休 館 日／12月6日（火）
・1月1日（日祝）のみ休館
●会

場／Bunkamura ザ･ミュージアム（東京・渋谷）

● 販売期間／11月1日（火）～1月13日（金）まで ※売切れ次第終了
●料

金／前売券

●枚

数／1会員4枚まで

一般

1,000円（当日券1,700円）

● 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。

「歳末地域たすけあい募金」にご協力ください
域貢献

地
募金で

で募金

郵便局

り

制度あ

遇
税制優

みなさまのあたたかな思いに支えられている「歳末地域たすけあい募金」が12月
から始まります。
この募金は、千代田区にお住いの支援を必要とする方々へのお見舞いや、区内で
の福祉活動に活用されます。
お近くの郵便局の窓口で募金ができます。またこの募金は税制の優遇措置が受け
られます。次号に払込票付きのチラシを折り込みますので、みなさまのご協力を
お願いいたします。
※右記ポスターはイメージのため、実際のものとデザインが異なる場合がございます。

千代田区社会福祉協議会

援護係

TEL 3265-1901

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

※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

展

覧

 9）
ゆとりちよだ【第212号】（

会

特別展「動画クリエイター展」
いまや「新たな文化」と言えるほどの絶大な影響力を誇る YouTube
をはじめとした動画プラットフォーム。いつでもどこでも、そして
誰でも自分を発信できるツールとして、ますます存在感を高めて
います。本展は、動画が持つパワーに着目した展覧会です。一本
の動画に隠された努力や想い、人をひきつける工夫など、現在活
躍している動画クリエイター（YouTuber）たち約10名の“普段の
動画では見ることのできない舞台裏”を大公開します。また、会
場にはYouTuberの撮影スタジオの再現コーナーや、動画制作の
体験ブースも登場。グリーンバックの前で好きに動いてみたり、
VTuberになってみたり……さまざまな分野で活躍するYouTuber
のなりきり体験を楽しめます。
“ジブン発信”のヒントが見つかる
展覧会。動画であなたの世界が変わるかもしれません！
●会

期／2022年10月8日（土）～2023年4月2日（日）

● 開館時間／10：00～17：00（入場は閉館の30分前まで）
※今後の状況により日時指定へ変更となる可能性が
ございます。来場前には必ずHPをご確認ください。
● 休 館 日／火曜日、年末年始（12月28日〜1月1日）
※ただし、12月27日・1月3日・3月21日・3月28日は開館。
※状況により、会期等が変更となる場合があります。
●会

場／日本科学未来館 1階 企画展示ゾーン

● 販売期間／11月1日（火）～12月16日（金）まで ※売切れ次第終了
●料

金／前売券

一般

1,200円（当日券2,000円）

※常設展もご覧いただけます。
※ドームシアターは別料金(要予約)。
※3歳以下は無料。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方および付き添いの方1名まで無料
（障害者手帳アプリ「ミライロID」も可）。
※学生、各種の手帳をお持ちの方は、入場の際に証明できるものをご提示いただく場合がございます。
※会期中1枚につき1人1回、観覧日当日に限り有効です。
※再入場はできません。
※一度購入されたチケットの券種変更・払い戻し・再発行はいたしません。
※本展チケットは転売を禁止しております。不正に購入されたチケットに関するトラブルについては
一切責任を負いませんので、ご注意ください。
※会場の混雑状況により入場整理券の配布、または入場を規制する場合があります。
※状況により、会期等が変更となる可能性があります。
※本展覧会の内容は予告なく変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染防止のため、検温・消毒・マスク着用にご協力ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みについては、日本科学未来館ウェブサイト
https://www.miraikan.jst.go.jp をご確認ください。
●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10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

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

（10）※11月号のお申し込みは11月1日以降から受け付けます

展

覧

ゆとりちよだ【第212号】

会

おいしいボタニカル・アート
英国キュー王立植物園の協力のもと、食用となる植物を描いたボタニカル・アート（植物画）の展覧会を開催します。
野菜、果物はもちろん、ハーブやスパイスなど、身近なものから珍しいものまで、さまざまな食材を植物（食物）に
まつわる物語と共に紹介します。古いレシピや、食卓を飾るティー・セット、カトラリーなどの資料類も展示し、
「おいしい」ボタニカル・アートを通じて、イギリスの歴史と食文化をたどります。
●会

期／2022年11月5日（土）～2023年1月15日（日）

● 開館時間／10：00～18：00（入館は閉館30分前まで）
※展示室内が混雑し、一定の人数を超えた場合は入場制限を行う可能性があります。
※発熱や風邪の症状があるなど、体調の優れない方はご来館をお控えください。
※ご来場の際には必ずマスクをご着用ください。会場内では会話を極力控えるなど、感染症対策へのみなさまの
ご協力をお願いします。
※入館時に非接触型での体温測定をいたします。発熱が確認された方はご入館をお断りする場合があります。
※今後の状況により会期や内容の変更、または臨時休館する可能性がございます。最新の情報をSOMPO美術館
ホームページにてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り組みについては、SOMPO美術館ホームページをご確認ください。
● 休 館 日／月曜日（1月9日は開館）
、12月29日〜1月4日
●会

場／SOMPO美術館（東京・新宿）

● 販売期間／11月1日（火）～12月16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）
※高校生以下は無料（学生の方は、当日、学生証・生徒手帳をご提示ください）。
※身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をご提示のご本人と
その介助者1名は無料。被爆者健康手帳をご提示の方はご本人のみ無料。
※券種変更はできません。
※キャンセル・払い戻し・再発行はできません。再入場不可。
※会期中1枚につき1人1回、観覧日当日に限り有効です。

●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10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

11月窓口
施

設

をあっせん販売しています

名

あっせん期間

第９回 日展
竹内栖鳳展
ホテルメトロポリタン丸の内食事券
ぐるっとパス
ルミネtheよしもと（新宿）
東京ドームシティ得10チケット
東武動物公園
多摩動物公園
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
プラネタリウム／満天
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
ラフィネ ランニングスタイル
区立プール

会員・家族料金

11月11日まで
11月25日まで
11月11日まで
1月27日まで
3月31日まで

700円（一般）／会期11月27日まで
800円（一般）／会期12月4日まで
ランチ：2,200円（土日祝＋270円）
・ディナー：5,000円／利用期間11月30日まで
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）
平日：1.500円（前売：2,500円）休日：3,500円（前売：4.300円）／2023年3月31日まで有効
2,200円（大人・こども共通券）／2023年3月31日まで有効
2,000円（大人・こども共通券）※３歳以上有料／2023年3月31日まで有効
300円（一般）／水曜日：休園（祝日の場合は翌日）
2,400円（大人）1,800円（3歳～高校生・65歳～）／2023年3月31日まで有効
1,400円（大人）／2023年3月31日まで有効
年間を通じて 800円（大人）／2023年3月31日まで有効
購入できます 1,000円（大人）／2023年1月31日まで有効
1,100円／2023年3月20日まで
1,600円（平日券・一般）／2023年3月5日まで有効
600円（大人・こども・幼児共通券）※3歳以上有料／2023年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
400円（大人）

1会員の購入できる枚数等
あっせん期間内 ４枚まで
年間 6冊まで
月6枚・年15枚まで

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11月2日（水）と11月30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

