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「パン（カラフルベーグル）作り」セミナー
～7色の生地を使用した虹色ベーグル～

セミナー

食用色素を使用し生地を着色してカラフルな色を出します。 
同じ色素を使用しても、作り手によって必ずしも同じものができない 
という不思議なきれいな色のベーグル！ 
HAPPY COOKING本部講師による、本格的だけど気軽に楽しむ1day
レッスン。 
初心者でも大丈夫。お一人でも、ご友人や同僚・ご家族とご一緒でも！ 
男性も歓迎です。 
作ったカラフルベーグルはお持ち帰りいただけます。

●日　　時／	5月18日（金）18：30～21：00（18：00～受付開始）

●会　　場／株式会社ヴォーグ学園　HAPPPY COOKING　東京本校　℡ 03-3518-0013 

千代田区神田錦町3丁目3番　竹橋3-3ビル1F

　　　　　　　 ● 竹橋駅（東西線）3B出口より徒歩4分  

● 神保町駅（半蔵門線、新宿線、三田線）A9出口より徒歩4分  

● 新御茶ノ水駅、小川町、淡路町駅、大手町駅、御茶ノ水駅、神田駅から徒歩可

●参 加 費／会　員　　　　2,300円 

家　族　　　　2,900円 

会員の関係者　4,500円 

※  当選連絡後、4月27日（金）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26名 

（最小催行人数 8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

●申込期限／4月1日（日）～4月15日（日）

●当落通知／4月18日（水）までに申込方法で通知

●持 ち 物／エプロン　ハンドタオル

※  キャンセル料について  
5月12日から前日5月17日までのキャンセル料は2,300円です。家族料金と関係者料金には差額の返金を致しますが、振込手数料を差引いての返金
になります。5月18日当日のキャンセルは返金いたしませんのでご了承ください。

講師紹介	

HAPPY	COOKING
本部講師

月村	美紀	先生
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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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平成30年度　6月　国立能楽堂定例公演
粟田口　敦盛

6/6
WED

野村萬斎の狂言と〈青葉の笛〉のエピソードで知られる平家の公達 
敦盛を題材にした能をお楽しみください。

演　　目	 狂言：粟
あわ

田
た

口
ぐち

　　野村萬斎（和泉流）	
　能：敦

あつ

　盛
もり

　　金森秀祥（宝生流）
日　　時	 6月6日（水）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　2,000円（一般料金3,200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	 4月14日（土）必着	

	
	
	
	

T
ic

k
e

t 国立劇場
30年6月歌舞伎鑑賞教室〈プログラム・鑑賞のしおり付〉

6/2・24
SAT  SUN

演　　目	「解説　歌舞伎のみかた」	
名作の上演

出　　演	 鋭意選定中	
演目、出演者は国立劇場HPでご確認ください。	
http://www.ntj.jac.go.jp/kansyoukyousitu/kokuritsu.html

日　　時	 6月 2日（土）11：00開演	
6月24日（日）14：30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　2,500円（通常料金4,000円）
枚　　数	 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14日（土）必着
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t こどもの日特別公演

松山バレエ団『シンデレラ』よりスペシャルハイライト
5/5
SAT

～夢の世界へのお誘い～ゴールデンウィークは不朽の名作、シンデレラで本物の感動体験を。 
家族やお友達とお楽しみいただける迫力の舞台、ぜひご一緒に劇場へお出かけください！

台本・演出・振付：清水哲太郎
出　　演	 山川晶子　本多祐貴　松山バレエ団　出演
日　　時	 5月5日（土・祝）11：30開演
会　　場	 Bunkamuraオーチャードホール（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 Ｓ席　大　人　4,000円（通常料金6,000円）	

　　　子ども　2,000円（通常料金3,000円）	
※子ども：0歳から中学3年生 
※乳幼児より入場可、但しお一人様1枚チケットが必要です。

枚　　数	 20枚（1会員4枚まで）
申込期限	 4月10日（月）必着　※申し込み期限にご注意願います。

T
ic

k
e

t

熱海五郎一座　新橋演舞場シリーズ5周年記念
東京喜劇
船上のカナリアは陽気な不協和音～Don‘t stop singing～

6/2・3
SAT  SUN

THE東京喜劇！新橋演舞場シリーズ第5弾！ 
爆笑、熱唱の圧倒的なエンターテインメントをお届けします！

出演・構成・演出：三宅裕司
出　　演	 渡辺正行　ラサール石井　小倉久寛	

春風亭昇太　東貴博／深沢邦之（交互出演）
ゲ ス ト	 小林幸子
日　　時	 6月2日（土）16：30開演（東貴博	出演日）	

6月3日（日）12：30開演（東貴博	出演日）
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　7,000円（通常料金11,000円）
枚　　数	 各日10枚（1会員4枚まで）
申込期限	 4月14日（土）必着
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二兎社公演42 『ザ・空気ver.2 誰も書いてはならぬ』7/14
SAT

観客を凍りつかせた『ザ・空気』に続く衝撃の問題作

作・演出：永井愛
出　　演	 安田成美　眞島秀和　馬渕英里何　柳下大　松尾貴史
日　　時	 7月14日（土）19：00開演
会　　場	 東京芸術劇場　シアターイースト（JR線等「池袋駅」）
料　　金	 全指定席　4,000円（通常料金一般6,000円）	

※未就学児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	 4月14日（土）必着
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ミュージカル『エビータ』7/8
SUN

ミュージカル『エビータ』初来日公演決定！　世界で活躍する実力派 
ミュージカル俳優、ラミン・カリムルーが日本公演限定でチェ役に！
出　　演	 来日カンパニー　ラミン・カリムルー
日　　時	 7月8日（日）12：30開演
会　　場	 東急シアターオーブ（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 S席　10,000円（通常料金13,500円）	

※未就学児のご入場はご遠慮ください 
※生演奏・英語上演・日本語字幕あり 
※特製チケットホルダー（非売品）付

枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 4月14日（土）必着

T
ic

k
e

t ディズニー・オン・クラシック
～春の音楽祭2018

6/1
FRI

ディズニーの名曲がスクリーンの映像とフルオーケストラ、 
NYブロードウェイのヴォーカリストで甦る！
ブラッド・ケリー（指揮・編曲）	 	
THE	ORCHESTRA	JAPAN（オーケストラ）	 	
ディズニー・オン・クラシック・スターズ（ヴォーカル）	 	
麻生かほ里（ナビゲーター）
日　　時	 6月1日（金）19：00開演　Bプログラム
会　　場	 東急シアターオーブ（JR線等「渋谷駅」）
料　　金	 S席　6,400円（通常料金8,700円）	

※未就学児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	 4月14日（土）必着

T
ic

k
e

t 読売交響楽団 名曲シリーズ
チャイコフスキー≪悲愴≫

5/15
TUE

メトロポリタン歌劇場のデビューを成功させるなど、着実にキャリアを積んでいるイタリアの新鋭ビニャミーニが
〈悲愴〉に熱い魂を込めます。ウィーン・フィルのコンサートマスター・ダナイローヴァはヴァイオリン協奏曲で艶
やかな音色を披露します。
指揮：ヤデル・ビニャミーニ ／	ヴァイオリン：アルベナ・ダナイローヴァ
曲　　目	 ロッシーニ：歌劇「ウィリアム・テル」序曲	

グラズノフ：ヴァイオリン協奏曲	
チャイコフスキー：交響曲第6番「悲愴」

日　　時	 5月15日（火）19：00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	 S席　5,000円（通常料金7,500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	 4月14日（日）必着

Presentation Licensed by Disney Concerts. ©Disney

ⒸEmma Kingston as Eva - Evita International Tour
- Photograph by Pat Bromilow- Downing.
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第20回 国際バラとガーデニングショウ
展覧会

●会　　期／5月18日（金）～23日（水）

●時　　間／ 9：30～17：30　※入場は終了の30分前まで 
※最終日23日は17時終了

●会　　場／メットライフドーム（所沢市）

●あっせん期間／4月2日（月）～5月16日（水）　　　　　　　　　　　　　　　

●料　　金／ 大人（中学生以上）　1,200円（当日券2,200円） 

※小学生以下は無料。ただし、保護者の付き添いが必要です。
●枚　　数／１会員4枚まで　売り切れ次第終了

●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。

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しています。 
交通案内、潮見表は

江川漁業協同組合ホームページ ➡ http://www.egawa-gyokyou.or.jp 

でご確認下さい。

●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（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。

【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

※写真は前回の様子
　です。
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スパリゾート ハワイアンズ　入場券
レジャー

スパリゾート ハワイアンズの入場券を販売いたします。（売切れ次第終了）
●料　金／ あっせん料金 枚　数 一般料金

600円
１会員　８枚まで

（大人・こども共通）

　大人（中学生以上）　3,240円
　小人（小学生）　　　2,060円
　幼児（３歳〜）　　　1,450円

※スライダー利用等は別料金です。

●有効期間／2018年9月30日まで

●購入方法／ 「ゆとりちよだ」窓口で会員証を提示の上ご購入下さい。 

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。 

スパリゾートハワイアンズの問い合わせ先　TEL. 0570-550-550（ナビダイヤル）　　　　　　　　

2018  明治安田生命Jリーグ（5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
またはサポーターズシート

	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 5月13日(日) 北海道コンサドーレ札幌 16：00 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 5月 2日(水) 浦和レッズ 19：00 等々力陸上競技場
5月 5日(土) ＦＣ東京 14：00 等々力陸上競技場

横浜Ｆ・マリノス 5月 2日(水) ジュビロ磐田 19：00 日産スタジアム
5月12日(土) ガンバ大阪 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　4月12日（木）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。

【先着順】 野球 巨人戦 ビームシート（3塁側）二次販売

野球観戦

３塁側ビームシート１組２席を先着順で二次販売いたします。（１席のみの販売は行っておりません。）
●販売日時	／4月6日(金)午前9時より電話受付のみ　　窓口および時間前の受付はいたしません。 

※販売数が少ないため、一通話につき一試合のみの受付とさせていただきます。
●対象試合／	①	4月29日（日）　　ヤクルト戦　　10,000円　（2席分の金額です） 

②	5月13日（日）　　　　中日戦　　10,000円 

③	7月29日（日）　　　　中日戦　　10,000円 

④	9月17日（月・祝）　　中日戦　　10,000円
　 会員番号・会員名・引取り方法をお伺いいたします。窓口引取りの方は4月16日までにお願いします。  

お申込後のキャンセルはできません。
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東京・ミュージアム　ぐるっとパス2018
入場券・割引券

東京を中心とする92の美術館や博物館などの入場券または割引券がセットになった便利でお得なチケットブックです。 
都内からは新規参加5館・再参加4館、横浜から新規参加3館と2018は12館も増えて、ますますお得に。
●対象施設／92 の美術館・博物館・動物園・水族園・植物園・庭園 

＊各施設指定の展示に1回のみご利用いただけます。
●有効期間／最初に利用した日から2ヶ月間（ただし最終有効期限は平成31年3月31日）
●あっせん期間／4月2日（月）～平成31年1月25日（金）まで
●料　　金／大人のみ　1,500円（通常料金2,200円） 

【1会員6冊まで】 
※ 施設ごとに、ぐるっとパスで「入場できる展示」と「割引 

券として使える展示」があります。
●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（取置きは10日間程度・キャンセル不可）、代引 
配送もできます。

プラネタリウム“満天”
プラネタリウム

光と音の演出により臨場感あふれる星空とCG映像をご覧いただける「コニカミノルタプラネタリウム“満天”in 
Sunshine City」の入場引換券を販売します。現地窓口にて希望時間の入場券とお引換の上、ご入場ください。満席
等のため、ご希望の時間に入場できないこともあります。
プラネタリウム“満天”のホームページ	➡	https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/
●料　　金／一般シート　大人　800円【有効期限　券面に記載された日付まで】 

※通常料金　一般シート　大人（中学生以上）1,500円。4歳以上有料。 
※ 「プラネタリウム作品」一般シートの入場になります。 
「ヒーリングプラネタリウム作品」、芝シート／雲シートは対象外です。

●枚　　数／1会員 月間6枚・年間30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下さい。 

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。

SKY CIRCUS　サンシャイン60展望台
　　（スカイサーカス）

展望台

「見るだけの展望台」から「体感する展望台」へ、新しく生まれ変わった「SKY CIRCUS サンシャイン60展望台」の入
場券を販売します。体感型 コンテンツ「TOKYO弾丸フライト」「スウィングコースター」「SKYエスケープ～高所
恐怖 体験～」は、別途有料（利用制限あり）です。
SKY	CIRCUS展望台のホームページ	➡	http://www.skycircus.jp/index.html
●料　　金／大人　600円【有効期限　券面に記載された日付まで】　※通常料金／大人1,200円、4歳以上有料。
●枚　　数／1会員　月間6枚・年間30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下さい。 

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。

お知らせ
お知らせ2018年度の主な事業ついて

今年度も昨年同様、多種多様のチケットをあっせんいたします。 
主催事業として、セミナーの実施とバスツアーを6月、11月、1月、2月に予定しています。昨年応募が多かった東
京ディズニーリゾート® のパーク・ファン・パーティを今年も実施予定です。応募やあっせん内容等は会報誌・
ホームページでお知らせいたします。5月には、新しいガイドブックを発行いたします。それに伴いホームページ
もリニューアルいたします。4月は、会費の納付月です。また入退会情報は早めにお知らせください。



※4月号のお申し込みは4月1日から受け付けます� ゆとりちよだ【第157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）

補助券のご案内
この会報誌4月号に4種類の補助券を同封しました。ご確認ください。

●紛失や使い切ってしまった場合など、いかなる理由でも再発行はできません。大切に保管してご利用ください。
●ご利用の際は会員番号・会員氏名を記入し、各施設の窓口で券を提出し会員料金をお支払いください。
●一人1枚につき1回限り会員料金でご利用できます。
●料金等の詳細は券面をご覧いただき、最新の情報については直接施設へお問合せください。
●有効期限は2019年（H31年）3月31日です。
●補助券のご利用は会員と同居のご家族に限ります。他の会員に譲ることや、譲り受けて使用することはできません。

東京ディズニーリゾート®・
コーポレートプログラム利用券
1,000円券２枚　年1回配布(4月号のみ)
　パスポート券が1,000円引きで購入できます。

映画前売チケット利用補助券
500円券4枚つづり　年２回配布（4月号・10月号）
　映画前売券が500円引きで購入できます。
　取扱店舗は券の裏面に記載してあります。
　映画館の窓口ではご利用できません。
　会員証の提示も必要です。

レジャー施設利用補助券／日帰り温泉施設等利用補助券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (色：ピンク)　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(色：ブルー)

各6枚つづり　年２回配布（4月号・10月号）
　契約施設・料金は券面に記載してあります。

2017年度 利用の多かった BEST３
レジャー施設 日帰り温泉施設
①すみだ水族館 ①東京染井温泉	SAKURA

②よみうりランド ②お台場大江戸温泉物語
③新江ノ島水族館 ③浅草ROX	まつり湯

4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

横山大観展 5月25日まで 900円（一般）／会期5月27日まで
あっせん期間内4枚まで

プーシキン美術館展 6月29日まで 1,000円（一般）／会期7月8日まで
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／10月31日まで有効
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）／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）／9月30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／9月30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4月4日(水)、11日（水)、18日（水）、25日（水）は、午後7時まで営業いたしております。

06
86
4表

①

き り と り 線
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会員番号

会員氏名

●利用前に会員番号・会員氏名をご記入ください。

●利用時には必ず『会員証』を呈示してください。

呈示がない場合は購入できません。

有効期限 平成31年３月31日まで

2018年（平成30年度）

映画前売チケット利用補助券

¥500
公益社団法人 ゆとりちよだ

－

会員番号

会員氏名

●利用前に会員番号・会員氏名をご記入ください。

●利用時には必ず『会員証』を呈示してください。

呈示がない場合は購入できません。

有効期限 平成31年３月31日まで

2018年（平成30年度）

映画前売チケット利用補助券

¥500
公益社団法人 ゆとりちよだ

－

会員番号

会員氏名

●利用前に会員番号・会員氏名をご記入ください。

●利用時には必ず『会員証』を呈示してください。

呈示がない場合は購入できません。

有効期限 平成31年３月31日まで

2018年（平成30年度）

映画前売チケット利用補助券

¥500
公益社団法人 ゆとりちよだ

－

会員番号

会員氏名

●利用前に会員番号・会員氏名をご記入ください。

●利用時には必ず『会員証』を呈示してください。

呈示がない場合は購入できません。

有効期限 平成31年３月31日まで

2018年（平成30年度）

映画前売チケット利用補助券

¥500
公益社団法人 ゆとりちよだ

－


