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神田川・日本橋川『桜』クルーズとランチ
クルーズ

桜満開の頃、「日本橋」「聖橋」「万世橋」「柳橋」など数々の名橋を巡り、江戸城の石垣のお話を聞くセミナーと、
御茶ノ水渓谷や川から眺める桜をお楽しみいただきます。昼食はアキバトリム内『築地 すし好』の特選ちらしランチ。
現地集合となります。行程をよくご確認の上お申込みください。

●行　　程／

9：45

10：00
11：30
11：45
13：00

集合・受付開始
和泉橋防災船着場前（和泉橋出張所・区民館 裏）

（各線 秋葉原駅より徒歩1〜3分　神田佐久間町1-11）
クルーズ開始
クルーズ終了〜アキバトリムへ徒歩移動
築地 すし好　ランチ
食事が終了した方から自由解散

●日　　時／	4月1日　日曜日
●参 加 費／	会員	3,000円　　家族	4,000円　　会員の関係者	5,000円	

※�当選連絡後、�3月26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／	小学生以上30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	

（氏名・会員番号または続柄・年齢を明記）

●申込期間／3月1日（木）〜3月13日（火）

●当落通知／3月16日（金）までに申込方法で通知

●注意事項／※未就学児のお子様は、お申込み・ご参加いただけません。�
※ランチは小学生も全員同じメニューです。嗜好やアレルギー対応は承れません。�
※天候等の事情によりコースが変更になる場合があります。

和泉橋出張所・区民館和泉橋出張所・区民館

JR秋葉原駅

集合場所
和泉橋防災船着場

集合場所
和泉橋防災船着場

神田川
万世橋警察署
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岩本町駅A3出口

LUNCH
特選ちらし・味噌汁

クルーズ案内

神田リバーサイドプロジェクト事務局長
岡田 邦夫 氏

※写真はイメージです
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あっせ ん
チケッ ト

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。）
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t 国立劇場 
平成30年5月 文楽公演 吉田幸助改め五代目吉田玉助襲名披露

5/17・21
THU  MON

演　　目	 11時開演の部：本朝廿四孝	
　　　　　　　吉田幸助改め五代目吉田玉助襲名披露口上	
　　　　　　　義経千本桜	
16時開演の部：彦山権現誓助剣

日　　時	 5月17日（木）16：00開演（予定）	
5月21日（月）11：00開演

会　　場	 国立劇場（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	 各日12枚（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14日（水）必着	

	
	
	
	
	

T
ic

k
e

t

平成30年度　4月　国立能楽堂企画公演
鳴子遣子　西行桜 〈特集・西行　生誕900年記念〉

4/26
THU

静かな春の夜、語り明かす歌人西行と桜の古木の精。 
世阿弥作の幽玄な春の名曲！

解説：西澤美仁（西行学会元代表）
仕舞・後曲：実

さね

方
かた

　キリ　梅若玄祥（人間国宝）
演　　目	 狂言：鳴

なる

子
こ

遣
やる

子
こ

　茂山あきら（大蔵流）	
　能：西

さい

行
ぎょう

桜
ざくら

　  梅若万三郎（観世流）	　	
日　　時	 4月26日（木）13：00開演
会　　場	 国立能楽堂（JR線「千駄ヶ谷駅」、大江戸線「国立競技場駅」）
料　　金	 脇正面席　3,500円（一般料金5,600円）	

※未就学児童の入場はご遠慮願います。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14日（水）必着
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「春狂言2018」（東京公演）4/15
SUN

室町時代から現代にいたるまで時代を超えて愛されてきた笑いの芸能「狂言」 
今回の東京公演は、人間国宝・野村万作氏をゲストに迎え、和泉流と大蔵流の異流共演による「萩大名」と豪華なラ
インナップでお届けします。初めての方から通の方までお楽しみ頂ける狂言会となっております。

演　　目	 お話：茂山童司	
狂言「萩大名」：野村万作　茂山七五三　高野和憲	
狂言「船渡聟」：茂山逸平　茂山あきら　丸石やすし　茂山童司	
狂言「磁石」：茂山千三郎　茂山宗彦　網谷正美　	

日　　時	 4月15日（日）17：00開演　（上演予定120分）
会　　場	 国立能楽堂（JR線「千駄ヶ谷駅」、大江戸線「国立競技場駅」）
料　　金	 指定席　3,500円（一般料金5,000円）	

※未就学児童の入場はご遠慮願います。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14日（水）必着
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ミュージカル　モーツァルト！6/16
SAT

新たな楽曲を加え、舞台ビジュアルをリニューアル 
「M!」の終わりなき挑戦　最新バージョンの誕生！！

出　　演	 古川雄大　木下晴香　和音美桜　涼風真世	
山口祐一郎　市村正親	他

日　　時	 6月16日（土）12：30開演
会　　場	 帝国劇場（JR線「有楽町駅」東京メトロ「日比谷駅」）
料　　金	 Ｓ席　10,000円（通常料金13,500円）	

※未就学児童の入場はご遠慮願います。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14日（水）必着
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t バーン・ザ・フロア
BURN THE FLOOR　Joy of Dancing

5/17
THU

バーン・ザ・フロア・カンパニー創設20周年×来日10回目記念公演 
2018年5月、日本上陸決定！「バーン・ザ・フロア」カンパニーが贈る最新作は、 
彼らがこれまでの進化とその底力を改めて見せつける、スペシャル・アニバーサリー公演！

日　　時	 5月17日（木）19：00開演
会　　場	 東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）	

（JR線、東京メトロ「渋谷駅」）
料　　金	 Ｓ席　8,000円（通常料金12,000円）　	

※未就学児の入場はお断りしております。
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14（水）必着

Photo by Leslie Kee
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t 2018初春  三遊亭究斗  芸能生活30周年記念

笑いと感動を！  ミュージカル落語まつり！ ４
フォー

4/14・15
SAT  SUN

究斗の力作『美女と野獣』を披露。ディズニーのパロディ版！ 
爆笑とともに、愛のすばらしさを伝えます。『償い』は、さだまさしのヒット曲 

「償い」をベースにした創作落語。随所に歌を散りばめた感動的な噺です。 
ゲストとのトークコーナーもお楽しみください。
出　　演	 三遊亭究斗
演　　目	 14日：ミュージカル落語『美女と野獣』／ゲスト：江戸家小猫	

15日：ミュージカル落語『償い』／ゲスト：春風亭昇太
日　　時	 4月14日（土）16：00開演	

4月15日（日）16：00開演
会　　場	 赤坂区民ホール（東京メトロ「赤坂見附駅」「青山一丁目駅」）
料　　金	 全席指定　2,500円（通常料金3,900円）	※未就学児童の入場はご遠慮願います。
枚　　数	 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14日（水）必着
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N響　ゴールデン・クラシック　20185/3
THU

指　　揮	 アンドリス・ボーガ
ピ ア ノ	 清水和音
管 弦 楽	 NHK交響楽団
曲　　目	 チャイコフスキー	

：ピアノ協奏曲第1番　変ロ短調　OP.23	
：交響曲第6番　ロ短調　OP.74「悲愴」

日　　時	 5月3日（木・祝）14：30開演　	
会　　場	 東京文化会館大ホール（JR線等「上野駅」）
料　　金	 S席　5,000円（通常料金7,300円）	

※未就学児童の入場はご遠慮願います。 
※都合により出演者・曲目が変更になる場合がございます。

枚　　数	 10枚	（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14日（水）必着
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東京交響楽団 こども定期演奏会 第65回4/21
SAT

音楽監督ノットがこども定期演奏会へ初登場。オーボエ・ソロも印象的なロッシーニの歌劇「絹のはしご」序曲と
ファゴット協奏曲、そしてロッシーニの影響を感じられるシューベルトの交響曲第6番をお楽しみください。
出　　演	 指揮：ジョナサン・ノット 　管弦楽：東京交響楽団	

ファゴット：福井蔵（東響首席奏者）
曲　　目	 ロッシーニ：オペラ「絹のはしご」序曲	

ロッシーニ：ファゴット協奏曲より　第1楽章	
シューベルト：交響曲	第6番より　第4楽章　ほか

日　　時	 4月21日（土）11：00開演　	
会　　場	 サントリーホール（東京メトロ「六本木一丁目駅」「溜池山王駅」）
料　　金	 指定席　2,500円（通常料金3,500円）	

※小学1年生から入場できます。
枚　　数	 10枚	（1会員2枚まで）
申込期限	 3月14日（水）必着 ©K.Miura

 ©Noslegums Kvadr 撮影：堀衛

©N.Ikegami



※3月号のお申し込みは3月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第156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

 （5）

生誕150年　横山大観展
展覧会

本展では、40メートル超の日本一長い画巻《生々流転》 （重要文化財）
や《夜桜》《紅葉》をはじめとする代表作に、数々の新出作品や習作な
どの資料をあわせて展示し、制作の過程から彼の芸術の本質を改め
て探ります。
●会　　期／4月13日（金）～5月27日（日）　※会期中展示替えあり
●開館時間／	10：00～17：00（金、土曜日は20：00まで）	

※入館は閉館の30分前まで
●休 館 日／月曜日（ただし4月30日（月・休）は開館）
●会　　場／東京国立近代美術館（北の丸公園・竹橋）
●あっせん期間／	3月1日（木）〜5月25日（金）まで　※売切れ次第終了
●料　　金／	前売券　一般　900円（当日券1,500円）【1会員4枚まで】
※	中学生以下、障がい者手帳をお持ちの方とその付添者（1名）は無料。	 	

それぞれ入館の際、	学生証等年齢の分かるもの、	障がい者手帳等を提示。

※	本展の観覧料金で入館当日に限り、	 	

同時開催の所蔵作品展「MOMATコレクション」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。

プーシキン美術館展─旅するフランス風景画

展覧会

モスクワのプーシキン美術館が誇る珠玉のフランス絵画コレクションか
ら、風景画65点が来日します。神話の物語、身近な自然、パリの喧噪、
果ては想像の世界まで、様々な情景を舞台に、17世紀から20世紀のフ
ランス近代風景画の流れをたどります。初来日となるモネ《草上の昼
食》をはじめ、ルノワール、 セザンヌ、 ゴーガン、ルソーら、巨匠たち
が愛した光と色彩が躍る美しい風景の「旅」をどうぞお楽しみください。
●会　　期／4月14日（土）～7月8日（日）
●開室時間／	9：30～17：30（金曜日は20：00まで）　	

※入室は閉室の30分前まで
●休 室 日／月曜日（ただし4月30日は開室）
●会　　場／東京都美術館　企画展示室（東京・上野公園）
●あっせん期間／3月1日（木）〜6月29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）【1会員4枚まで】	

※中学生以下は無料。�
※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添い�
　の方（1名まで）は無料。�
※4月18日（水）、5月16日（水）、6月20日（水）はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料。当日は混雑�
　が予想されます。�
※毎月第3土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は一般�
　当日料金の半額。�
＊いずれも証明できるものをご持参ください。

●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。

《山路》 1912（明治45）年
京都国立近代美術館蔵

《或る日の太平洋》 1952（昭和27）年
東京国立近代美術館蔵

 クロード・モネ 《草上の昼食》 1866年
 ⒸThe Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow.
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2018  明治安田生命Jリーグ（４月開催試合）

サッカー観戦

●席種及び料金／ ホーム自由席
またはホームA自由
またはサポターズシート

	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 4月11日（水） 鹿島アントラーズ 19：00 味の素スタジアム
4月28日（土） 名古屋グランパス 15：00 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 4月11日（水） セレッソ大阪 19：00 等々力陸上競技場
4月21日（土） 鹿島アントラーズ 16：00 等々力陸上競技場

横浜Ｆ・マリノス 4月 8日（日） 川崎フロンターレ 16：00 日産スタジアム
4月28日（土） 鹿島アントラーズ 19：00 日産スタジアム

●申込期間／		往復はがき又はホームページで申込　3月12日（月）必着	
●往復はがきの場合は、会員番号・氏名・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。	
●ホームページから申込みの場合は、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。	
●お申込みいただいた方全員のチケットをご用意いたします。（1会員各試合4枚まで）	
●申込期間終了後のキャンセル・変更は出来ません。

木更津市　江川海岸　潮干狩
レジャー

渡船往復券がセットになった潮干狩券と潮干狩券のみの2種類のチケットを販売いたし
ます。交通案内・潮見表は、ゆとりちよだ窓口にあるチラシ又は江川漁業協同組合の
ホームページにて（http://www.egawa-gyokyou.or.jp）ご確認ください。
●利用期間／3月18日（日）～7月16日（月・祝）
●あっせん期間／3月1日（木）〜7月13日（金）
●枚　　数／1会員6枚まで

●料　　金／

区　分 あっせん料金（採貝量） 一般料金
渡船往復券付

潮干狩券
大人（中学生以上） 1,000円（2kgまで） 2,200円
小人（4歳〜小学生） 500円（1kgまで） 1,100円

潮干狩券
大人（中学生以上） 800円（2kgまで） 1,800円
小人（4歳〜小学生） 400円（1kgまで） 900円

そ の 他

熊手：200円　アミ：200円　採貝超過1kgにつき900円
※ 貸熊手一丁50円  
（現地窓口で「ゆとりちよだ会員」と告げてください。）

※無料大駐車場完備

●購入方法／		「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上ご購入下さい。	
電話予約、代引配送もできます。（キャンセルはできません）

臨時販売！ ジェフグルメカード
●販売方法／	3月6日（火）午前9：00～　電話または窓口
●あっせん価格／4,400円（500円券×10枚＝1セット）
●購入制限／	1会員　2セットまで　限定55セット（売り切れ次第終了）
　※	お申込の方は、3月20日（火）までに、窓口または代引配送（有料：470円）にてお引取くださいますよう、お願いいたします。

【江川漁業協同組合からのお知らせ】
海苔の通信販売をしております。 

お問合せ・お申込みは  

 Tel0438-41-2234
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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

 （7）

巨人戦のチケットをあっせんします！〈第1弾〉
野球観戦

今シーズンも単発で選んだ東京ドーム開催の巨人戦をあっせんします。シーズンシートで外れた方、申し込むのを忘
れた方是非この機会にお申し込みください。

●対象試合／	①	4月13日（金）　広島戦　18：00開始　B席　10枚	
②	4月14日（土）　広島戦　18：00開始　B席　10枚	
③	4月15日（日）　広島戦　14：00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　3月15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。（19日頃結果通知）

お知らせ
お知らせ事務局からのお知らせ

新規指定店 Akiba Deep Travel

●アキバツアー＆ギフトカード　5％割引
		秋葉原の楽しさを2時間で楽しめるウォーキングツアーとアキバの加盟店で使える		

共通ギフト券「Deepon2000円券」を割引

	申込時にプロバイダーコードに「ゆとりちよだ会員割引」と入力してください。

千代田区外神田1-14-2秋葉原ラジオセンター409 
TEL: 03-6206-9069　http://akiba.tours/

新規 MRI・CT検査　医療施設のお知らせ
　医療法人社団あんしん会　四谷メディカルキューブ 住所: 千代田区二番町7-7 

予約・お問合せTEL: 03-3261-0412
受付時間: 9：00〜17：00

http://www.mcube.jp

● JR「四ツ谷駅」麹町口から徒歩5分

● 		東京メトロ有楽町線「麹町駅」（5番出口）から徒歩5分

●東京メトロ丸の内線/南北線「四ツ谷駅」（1番出口）から徒歩6分

平成30年4月1日ご利用分から受診補助を開始します。
医療施設へ検査の予約は今月からできます。
※予約時に『ゆとりちよだのMRIまたはCT検査』とお伝えください。 
　予約後にゆとりちよだに受診補助券の発券を依頼してください。

検査料� 【消費税抜き】【円】

コース 契約料金 会員本人補助額

MRI
脳MRI・MRA　頚部MRA 32,000

12,000
骨盤MRI 22,000

CT 肺CT 13,000 6,000

会員のご家族は契約料金で検査ができます。予約時に必ず契約料金の確認をしてください。
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としまえん  のりもの1日券（入園+のりもの乗り放題）

遊園地

としまえんのりもの1日券を、3月22日（木）9:00から販売いたします。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。なお、1回の受付で1会員分の販売となります。
●料　　金／	大人（中学生以上）1枚　1,500円【有効期限：9月末まで】	

※通常料金　大人（中学生以上）4,200円、3歳以上有料。�
※夏季期間のプールはご利用になれません。

●枚　　数／	1会員	4枚まで　販売枚数60枚（売切れ次第終了）

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、3月22日（木）9:00から販売いたします。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。なお、1回の受付で1会員分の販売となります。
●料　　金／	1枚　700円【有効期間4月1日～2019年3月31日】	

※通常料金　大人2,800円ワンデーフリーチケット（入園＋乗り放題）、3歳以上有料。�
※夏季期間のプールもご利用になれます。

●枚　　数／	1会員	月間6枚・年間30枚まで　※売切れ次第終了
※ご確認ください※
　	4月1日〜ご利用可能なチケットの先行販売につき、3月・4月の2か月合わせて月間6枚までの枚数制限となります	 	
（3月に6枚ご購入済の場合、4月はご購入できません）。

お知らせ
お知らせ小学校入学祝金の受付

今年、4月に小学校に入学するお子さんをお持ちの会員は、入学祝の給付金が請求できます。
●対象会員／	入会日が平成30年1月1日以前で、今年4月に小学校に入学するお子さんをお持ちの会員。両親とも会員の場合

は、二人共請求できますが、給付金請求書・添付書類（コピー可）は各々提出していただきます。
●請求期間／	平成30年4月1日〜9月30日　※4月1日より前の請求は、できません。
●必要書類／	必要事項を記入した給付金請求書	

就学（入学）通知書のコピー及び会員との続柄が記載の書類	
※必要書類が不明な場合は、お問合せください。

3月窓口 チケッ トをあっせん販売しています
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

江戸の宮廷文化と遠州・仁清・探幽

3月20日まで

800円（一般）／会期4月8日まで
あっせん期間内4枚まで至上の印象派展 ビュールレ・コレクション 1,000円（一般）／会期5月7日まで

プラド美術館展 1,000円（一般）／会期5月27日まで
国立演芸場 1,100円

月6枚・年30枚まで
西武園ゆうえんち 特別販売 300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

年間を通じて
購入できます

1,300円（大人）／9月30日まで有効
スパ　ラクーア 1,700円（平日券・一般）／7月17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）／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）※3歳以上有料／3月31日まで有効 前後期各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／6月30日まで有効

前後期各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／6月30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）

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3月7日（水）、14日（水）、28日（水）は、午後7時まで営業いたしております。


