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� 平成29年7月発行

東京ディズニーシー® パーク・ファン・パーティー
東京ディズニーシー アメリカンウォーターフロント「ケープコッド・クックオフ」を公益社団法人ゆとりちよだで 
貸し切り、抽選会・オリジナルショー・キャラクターグリーティングをお楽しみいただけるパーティーです。 
パーティー終了後は解散となりますので、東京ディズニーシーでご自由にお過ごしください。 

●日　時／	 9月23日土曜日（雨天実施）（パーク運営時間8：00〜22：00）	

パーティー開催時間　9：10〜9：40	（開場8:40）

●会　場／	 東京ディズニーシー「ケープコッド・クックオフ」

●参加料金／	会員・家族　	大　人5,500円（18歳以上）	

　中　人4,800円（中学生・高校生）	

　小　人3,500円（幼児4歳以上・小学生）	

　乳幼児1,000円（0〜3歳）	

　※�乳幼児はパーティーの参加料のみ（抽選券付）いただきます

●募集人数／	250名	

（0歳からの乳幼児も含め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	

※氏名・年齢・会員番号または続柄を明記�
※代引郵送希望の場合は送付先が事業所か登録の自宅か選択

●申込期間／	7月1日（土）〜7月17日（月）

●当落通知／	7月24日（月）までに申込方法で通知

●購入方法／	8月25日（金）より窓口でお支払い、または代引配送（有料470円〜）で郵送。	

※このお支払いに『コーポレートプログラム利用券』（1,000円券）�
　はご利用いただけません。

●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。	

また返品返金もできません。	

※使わなかったパスポートは、ご自身で日付変更してご利用ください。�
　その際、変更手数料が必要です。�
　（大人一枚1,000円　中人900円　小人800円）�
カメラ・ビデオ撮影用の一脚・三脚は、�パーク内への持ち込み禁止です。�
その他、マナーやモラルをお守りください。

©Disney

★�参加料金には、�日付指定１デーパス
ポートとパーティー代を含みます。

★ご飲食物は含まれておりません。
★�会員の関係者の参加は、�それぞれの
金額より1,000円増しとなります。

★�抽選会：大人気の東京ディズニーシーの
キャラクターグッズが当たります。

★�オリジナルショー：フラッグダンスの参加
型ショーをお楽しみいただけます。

★�キャラクターグリーティング：ディズニー
の仲間たちが皆様にご挨拶します。
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あっせ ん
チケッ ト

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、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。）

T
ic

k
e

t

平成29年度9月　文楽公演9/15
FRI

西国の大名大内家の家臣宮城阿曾次郎と娘深雪との恋愛を、 
深雪の視点で描きます。 
再会を願いつつすれ違いを重ねていく悲恋の物語に、 
最後まで目が離せません。

演　　目	 生
しょううつしあさがおばなし

写朝顔話
日　　時	 9月15日（金）11：00開演
会　　場	 国立劇場小劇場（東京メトロ「半蔵門駅」「永田町駅」）
料　　金	 一等席　5,000円（通常料金7,000円）
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着

T
ic

k
e

t 劇団四季　ディズニーミュージカルコメディ
『ア ラ ジ ン』

10/21
SAT

魔法のランプに導かれ動き出す運命…… 
ロマンス、冒険、コメディそして鳴りやまない喝采。 
感動のすべてが詰まったミュージカル超大作。

出　　演	 劇団四季
日　　時	 10月21日（土）13：00開演
会　　場	 大同生命ミュージカルシアター　電通四季劇場［海］（JR線等「新橋駅」）
料　　金	 S席　9,000円（通常料金11,800円）
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着

撮影：荒井健　©Disney
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t ミュージカル

に ん じ ん
8/11

FRI

大竹しのぶが22歳で演じた伝説のミュージカル“にんじん” 
圧倒的な歌唱力で38年の時を経て再び挑む！

出　　演	 大竹しのぶ　中山優馬　秋元才加　中山義紘	
真琴つばさ　今井清隆　宇梶剛士　キムラ緑子

日　　時	 8月11日（金・祝）11：30開演
会　　場	 新橋演舞場	

（東京メトロ「東銀座駅」都営地下鉄「築地市場駅」）
料　　金	 一等席　8,500円（通常料金13,000円）
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着

T
ic

k
e

t 志村けん一座　第12回公演
「志　村　魂」

8/13
SUN

月が出た出た！殿が出た！ 
志村魂の幕開けじゃ！　 
今年の夏も、家族みんなで明治座へ！

出　　演	 志村けん　ダチョウ倶楽部（肥後克広　寺門ジモン　上島竜兵）	
大場久美子　磯山さやか　他

日　　時	 8月13日（日）17：30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　5,500円（通常料金8,500円）	

※4歳以下のお子様のご入場はご遠慮ください。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着

T
ic

k
e

t 東京バレエ団
〈20世紀の傑作バレエ〉

9/8
FRI

「アルルの女」「春の祭典」「小さな死」

出　　演	（予定される主な配役）	
「アルルの女」：上野水香　ロベルト・ボッレ	
「春の祭典」：奈良春夏　岸本秀雄	
東京バレエ団

日　　時	 9月8日（金）19：00
会　　場	 東京文化会館（JR線等「上野駅」）
料　　金	 S席　9,000円（通常料金12,000円）	

※未就学児童のご入場不可 
※音楽は特別録音による音源を使用

枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着 ©Priamo�Tolu ©Laura�Ferrari
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t 森麻季  ドラマティック・コンサート

オペラ・アリアを歌う
9/9
SAT

〈デビュー20周年記念東京公演〉　愛と平和への祈りを込めてVol.7
指　　揮	 岩村力　東京フィルハーモニー交響楽団　　ソプラノ：森麻季
曲　　目	 モーツァルト：モテット　踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ	

ヘンデル：歌劇「リナルド」より　涙の流れるままに	
ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」より　今の歌声は	
ヴェルディ：歌劇「椿姫」より　ああ、そは彼の人か、〜花から花へ　ほか

日　　時	 9月9日（土）18：00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　6,500円（通常料金9,000円）　※未就学児童の入場はご遠慮ください
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着

T
ic
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t 東京交響楽団
東京オペラシティシリーズ第99回

8/20
SUN

新旧東西、ジャンルを問わず幅広く曲を取り上げている大友による日本の作曲家特集。 
今回は東響に縁の深い「三人の会」（1953年結成）と、現代の音楽シーンを牽引する 
千住のオペラ（原作：泉鏡花）を取り上げる。
出　　演	 指揮：大友直人　ソプラノ：中嶋彰子　メゾ・ソプラノ：島木弥生　テノール：高柳圭	

合唱：東響コーラス
曲　　目	 芥川也寸志：弦楽のための三楽章「トリプティーク」	

團伊玖磨：管絃楽幻想曲「飛天繚乱」	
黛敏郎：饗宴	
千住明：泉鏡花原作　黛まどか台本　オペラ「滝の白糸」から第三幕（演奏会形式）

日　　時	 8月20日（日）14：00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7,000円）　※未就学児童の入場はご遠慮ください
枚　　数	 10枚（1会員4枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着

T
ic

k
e

t

読売日本交響楽団 サマーフェスティバル 2017
ルイージ《英雄の生涯》

8/24
THU

ウィーン・フィルやロンドン響などと共演するルイージが 
得意のR.シュトラウスで読響初登場。 
輝く音色、華やかな旋律、重厚なサウンドが包み込む至福の時をお楽しみください。
指　　揮	 ファビオ・ルイージ
管 弦 楽 	読売日本交響楽団
演 奏 曲 	R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」	

ハイドン：交響曲第82番「熊」	
R.シュトラウス：交響詩「英雄の生涯」

日　　時	 8月24日（木）19：00開演
会　　場	 東京芸術劇場（JR線等「池袋駅」）
料　　金	 S席　4,000円（通常料金6,000円）　※未就学児童の入場は不可
枚　　数	 20枚	（1会員2枚まで）
申込期限	 7月14日（金）必着

©読響
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ギガ恐竜展2017 
─地球の絶対王者のなぞ─

展覧会

本展では、日本恐竜展史上最大の巨大恐竜「ルヤンゴサウルス」をはじめ、日本初 
公開を含む世界各地の多数の恐竜の全身骨格や化石標本、生体モデルやロボット 
などを通して、「恐竜の大繁栄」を構成した様々な要因を探り、その謎に迫ります。

●会　期／	 7月15日（土）〜9月3日（日）※会期中無休
●時　間／	 9：30〜17：00（入場は閉場の30分前まで）
●会　場／	 幕張メッセ国際展示場　11ホール（千葉市・JR京葉線「海浜幕張駅」）
●あっせん期間／7月3日（月）〜8月31日（木）まで　※売切れ次第終了
●料　金／	 	前売券　大人（高校生以上）　1,300円（当日券2,200円）	

　　　　子供（4歳〜中学生）	　600円（当日券1,000円）	
【1会員4枚まで】	

※3歳以下無料。�
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料。

●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（取置き10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

特別展「深海2017」
〜最深研究でせまる“生命”と“地球”〜

展覧会

深海。そこは宇宙とともに、人類に残された最後のフロンティアだといわれています。 
本展では、「生物発光」や「巨大生物」、「超深海」などに焦点をあて、最新映像や実物とともに紹介するほか、最新の
研究成果からわかってきた「深海と巨大災害」、「深海と資源」などを、実物の機材や映像・CGなどを駆使して紹介します。

●会　期／	 7月11日（火）〜10月1日（日）
●開館時間／	9：00〜17：00　金曜日、土曜日は20：00まで	

（入館は各閉館時刻の30分前まで）	

【夏休み特別開館延長】8月13日（日）〜20日（日）　9：00〜18：00	

※ただし、8月18日（金）、19日（土）は20：00まで�
　（入館は各閉館時刻の30分前まで）�
※�諸事情により、上記の開館時間、休館日等を変更する場合があり�
ますので、最新の情報について公式サイト�
（http://shinkai2017.jp/）等でご確認ください。

●休館日／	 7月18日（火）、9月4日（月）、11日（月）、19日（火）
●会　場／	 国立科学博物館（東京・上野公園）
●あっせん期間／7月3日（月）〜9月29日（金）まで　※売切れ次第終了
●料金／	 一般・大学生		1,000円（当日券1,600円）	

【1会員4枚まで】	

※未就学児は無料。�
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料。�
※�本券で本展を観覧された方は、同日に限り常設展もご覧いただけ
ます。

●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。

Ⓒルヤンゴサウルス�環境復元画

地球深部探査船「ちきゅう」ⒸJAMSTEC

クロカムリクラゲ� �
ⒸNHK/ZDF/ZDFE/CURIOSITYSTREAM�LLC
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西武園ゆうえんち　1日フリーパス
遊園地

西武園ゆうえんち1日フリーパスを、7月3日（月）9：00から販売いたします。
●料　金／	 1枚　700円【利用期間	〜2018/3/31】	

※通常料金　大人3,300円、3歳以上有料。�
※夏季プールのご利用もできます。�
※売切れ次第終了

●枚　数／	 1会員　月間6枚・年間30枚まで（販売数300枚）
●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（取置きは10日間程度・キャンセル不可）、代引配送もできます。

サンリオピューロランド　パスポート
テーマパーク

2017年はシナモロールが誕生15周年を迎え、アニバーサリーイベント 
を開催中。 
シナモンの世界観が楽しめる新エリア「シナモロールふわもこタウン」
には、シナモンをモチーフにしたフードメニューが楽しめるカフェや、
ピューロランド限定グッズが登場。この機会をお見逃しなく。
●有効期間／7月15日（土）〜9月30日（土）	

（9/6・7・13・14は休館）

●あっせん期間／	7月3日（月）〜9月22日（金）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（取置きは10日間程度・キャンセル不可）、	

代引配送もできます。

あっせん料金 枚　　数 通常料金
パスポート（入場+アトラクション）

1,700円
※チケットは3歳以上共通料金

1会員6枚まで
大人�（18歳以上）：3,300円〜3,800円
小人�（３〜17歳）：2,500円〜2,700円
２歳以下無料

着付け教室（夜コース）のご案内
着付け教室

コース 1回目 2回目 3回目 4回目 料　金
7月（ゆかた） 7/6 ─ ─ ─ 1,500円
9・10月 9/7 9/21 10/5 10/19 7,000円
11・12月 11/2 11/16 12/7 12/21 7,000円
2・3月 2/8 2/22 3/8 3/22 7,000円

★開催時間：18：00〜20：00　　★定員：5名（先着順）　　★申込方法：☎03−3265−1903 
★開催場所：かがやきプラザ4階　シルバー会議室B（千代田区九段南1−6−10）

＊すべてレンタルが可能ですので手ぶらでご参加いただけます　　＊振替受講も可能です

公益社団法人 千代田区シルバー人材センター （千代田区九段南1−6−10）　tel. 3265-1903

©‘01,，‘17 SANRIO APPROVAL No.P0905124
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巨人戦のチケットを格安であっせんします！ 
〈第3弾〉

野球観戦

東京ドーム開催の巨人戦のチケットを格安な料金であっせんいたします。第3弾は9月開催のヤクルト戦3試合です。
今シーズン最後のあっせんです。是非お申し込みください。

●対象試合／	①	9月		8日（金）　ヤクルト戦　18時開始　B席　10枚	
②	9月		9日（土）　ヤクルト戦　14時開始　B席　10枚	
③	9月10日（日）　ヤクルト戦　14時開始　B席　10枚

●料　金／	 1席　2,900円

●申　込／	 往復はがき又はホームページで申込　7月13日（木）必着	

1人1試合2枚単位で申込。応募多数の場合は、抽選となります。（7月19日頃結果通知）

2017  明治安田生命Jリーグ  観戦チケット
（8月開催試合）

サッカー観戦

●席種及び料金／ ホームA自由
またはホーム自由席

	大　人　	1,600円（当日券2,600円〜2,900円）
	小中学生　	400円（当日券800円〜1,200円）

●対象試合／ 主催チーム 月　日 対戦チーム キックオフ 会　　場
FC東京 8月13日（日） ヴィッセル神戸 19：00 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 8月 5日（土） FC東京 19：00 等々力陸上競技場
8月13日（日） 鹿島アントラーズ 19：00 等々力陸上競技場

横浜Ｆ・マリノス 8月26日（土） FC東京 未定�※ 日産スタジアム
� ※キックオフ時間は7月中旬に発表予定です。
●申込期間／		往復はがき又はホームページで申込　7月12日（水）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。

家庭用常備薬のあっせん販売
※申し込み方法が変わります。直接販売先へお申し込みください。 

薬あっせん販売

ご家族や職場の健康管理や疾病予防対策のために、特別価格にてご案内します。

●申込期限／会報誌に同封する折込みの「申込書兼明細書」に必要事項を記入し、販売元：㈱アーテムまでFAX、または郵送

（切手不要）でお申込みください。7月31日（月）必着	

事業所単位のおまとめ申込も可能です。（商品の送付先は事業所）	

※注文内容は控えをとっておいてください。
●送　料／	 購入価格3,000円以上の場合は無料、それ未満の場合は500円。	

（おまとめ申込の場合は合計金額が3,000円以上であれば送料無料）

●納品方法／	受付後、2〜3週間で商品お届け先に送付します。

●支払方法／	商品到着後、同封の振込用紙を使って、コンビニでお支払いください。（振込手数料無料）

●問合せ／	 販売元：株式会社アーテム　　医薬品販売業・許可番号第09V00337号	

東京都墨田区江東橋1丁目12番8号KDビル8階　　TEL：03-6659-5705　FAX：0120-711-768

ご自宅への配送も可能です



※7月号のお申し込みは7月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第148号】

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）

お知らせ
お知らせ『夏季プール等利用補助券』を、 

この7月号に同封しました。
会員番号と会員氏名を記入のうえ、各施設の窓口で券を提出し、本人負担金をお支払ください。 
ご利用時は一人1枚ずつ必要です。
営業時間・定休日、最新の情報については、直接各施設にお問合せ確認の上ご利用ください。
　●紛失やその他いかなる場合も再発行はできません。
　●本年度より『としまえんプール』が新規施設として加わりました。

お知らせ
お知らせ給付金の請求についての注意事項

給付金請求書の記入には、下記の事にご注意ください。
◆給付金の請求には、1事由につき1枚「給付金請求書」が必要です。
◆「給付金請求書」の記入について
　●表と裏の両方に必要事項を記入し押印をした原本を提出してください。（FAX不可）
　●記入漏れの多い項目　入会年月日、会員番号、口座名義のフリガナ
◆「添付書類」について
　●給付の種類により、事由発生日以降に発行された証明書や必要な部分が指定されているものなどがあります。
記入漏れがある場合、受付をすることができません。再度請求をしていただく場合や、給付請求期限が経過し無効となることが
あります。提出前に再度ご確認をお願いします。
※給付金の請求は、給付事由が発生した日から6か月間請求ができます。
※入会日から3か月以内に発生した給付事由に関しては、請求はできません。
◆	詳しい内容につきましては、ガイドブック、ホームページ（各種手続き→慶弔）でご確認ください。不明な点がございました
ら、事務局にお問い合わせください。

お知らせ
お知らせ社員総会及び理事会の報告

平成29年5月30日に社員総会が開催され、平成28年度の事業報告及び決算が議決されました。また、新たに理事・監
事が選任され、理事には栗原毅氏、監事には河合芳則氏が就任いたしました。任期は辞任した理事・監事の任期を引
き継ぎます。

7月窓口 チケッ トをあっせん販売しています
【料金改定のお知らせ】サンシャイン水族館　旧料金1,000円⇒新料金1,300円　7月から販売価格の値上げにより、あっせん価格が変更になります。

施　　設　　名 あっせん期間 会員・家族料金 1会員の購入できる枚数等
木更津市　江戸川海岸　潮干狩り 8月10日まで 1,000円（大人船付）500円（小人船付）800円（大人）400円（小人）／8月11日まで あっせん期間内6枚まで
ジャコメッティ展 8月31日まで 1,000円（一般）／会期9月4日まで

あっせん期間内4枚までアルチンボルド展 9月15日まで 1,000円（一般）／会期9月24日まで
ボストン美術館展 9月29日まで 1,000円（一般）／会期10月9日まで
東京湾納涼船 1,600円（大人）700円（中高生）300円（小学生）／期間10月9日まで あっせん期間内6枚まで
東京・ミュージアムぐるっとパス2017 1月26日まで 1,500円（大人）／3月31日まで有効 年間6冊まで
国立演芸場 3月20日まで 1,100円

月6枚・年30枚まで

としまえん

年間を通じて
購入できます

1,500円（中学生以上）※3歳以上有料／12月31日まで有効� ※プールはご利用いただけません。
西武園ゆうえんち 700円（大人・こども共通券）※3歳以上有料／3月31日まで有効
サンシャイン水族館 1,300円（大人）／3月31日まで有効
スパ　ラクーア 1,700円（平日券・一般）／11月4日まで有効　
東京ドームシティ得10チケット 2,300円（大人・こども共通券）／9月30日まで有効
東武動物公園 1,700円（大人・こども共通券）※3歳以上有料／3月31日まで有効
スパリゾート　ハワイアンズ 600円（大人・こども・幼児共通券）／9月30日まで有効 前期8枚まで
マダム・タッソー東京 1,000円（大人・こども共通券）※3歳以上有料��※小学生以下のみの入場不可／12月31日まで有効 前期10枚までレゴランド（お台場） 1,300円（大人・こども共通券）※3歳以上有料��※大人のみの入場不可／12月31日まで有効
ラフィネ　ランニングスタイル 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）／購入日から6か月有効 月10枚・年60枚まで
区立プール 400円（大人） 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、7月5日（水）、12日（水）、19日（水）、26日（水）は、午後7時まで営業いたしております。


