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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

� 平成30年8月発行

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。）
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通し狂言「平
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島
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」三幕四場
10/13・20

SAT　　SAT

近松門左衛門の名作「平家女護島」を、今回は23年ぶりに「通し狂言」にて上演いたします。時の権力者・平清盛の討
伐計画を練って流罪となった俊寛僧都の悲劇が通し狂言上演により、より鮮明に浮かびあがります。ドラマチックな
舞台にご期待ください！
演　　目	 通し狂言「平家女護島」	

序　幕　六波羅清盛館の場　　　三幕目　敷名の浦磯辺の場	
二幕目　鬼界ヶ島の場　　　　　　　　　同　　御座船の場

出　　演	 中村芝翫　片岡孝太郎　中村東蔵　ほか
日　　時	 10月13日（土）12：00開演　　10月20日（土）12：00開演
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A席　6,000円（通常料金9,800円）
枚　　数	 各日10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 8月14日（火）必着
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t 国立能楽堂企画公演
《開場35周年記念  月間特集・所縁の能・狂言》
枕物狂  竹生島

10/25
THU

能・狂言の流儀や家に特別な所縁のある作品を上演します。
演　　目	 狂言：　枕

まくらものぐるい

物狂　　　　　茂山千作（大蔵流）	
能　：　竹

ちく

生
ぶ

島
しま

　女
にょ

体
たい

　　香川靖嗣（喜多流）
日　　時	 10月25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」）
料　　金	 脇正面席　3,000円（一般料金4,800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	 8月14日（火）必着
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「おもろい女」10/13
SAT

待ってました！ 
藤山直美が演じる天才漫才師の熱い生涯

出　　演	 藤山直美　渡辺いっけい　山本陽子　田山涼成　正司花江　	
黒川芽以　篠田光亮　天宮良　佐藤正宏　小宮孝泰　ほか

日　　時	 10月13日（土）17：00開演
会　　場	 シアタークリエ（JR線「有楽町駅」、東京メトロ「日比谷駅」）
料　　金	 全席指定　9,000円（通常料金12,800円）※軽食付 

※未就学児童入場不可
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 8月14日（火）必着
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にっぽん男女騒乱記9/9
SUN

戦争で踏みにじられた青春を取り戻す 
・・・老いも若きも真っ盛り。逞しき男と女

作・演出：東憲司
出　　演	 音無美紀子　真山章志　小林美江　上原理生　高橋長英
日　　時	 9月9日（日）14：00開演
会　　場	 東京芸術劇場　シアターウエスト（JR線等「池袋駅」）
料　　金	 全席指定　3,500円（通常料金5,000円）	

※小学生以上入場可
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 8月14日（火）必着
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梅沢富美男劇団特別公演9/8
SAT

お待たせしました、梅沢富美男公演がついに決定！ 
芝居や歌謡ショー、女形の舞踊でつくる魅惑のステージをお見逃しなく！

演　　目	 一、芝居　大笑い！おかしなおかしな「男の花道」	
二、歌謡ショー　研ナオコ・梅沢富美男歌謡ショー	
三、舞踊ショー　華の舞踊絵巻

出　　演	 梅沢富美男　研ナオコ　小松政夫　小川菜摘　竜小太郎　梅沢武生　ほか	
日　　時	 9月8日（土）11：00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（1、2階席）　7,500円（通常料金12,000円）
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 8月14日（火）必着
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t 「マチャミの婚前披露宴

還暦すぎてもヨロちくび～！」
9/29

SAT

『60歳になるというのにいまだ独身・久本雅美』は2018年7月9日で 
満60歳となります。一周回って生誕時に帰るという“還暦”のタイミングで、 
恋愛運が最高だと言われたこの年に、今なお諦めきれない結婚への強い思いを 
表明すべく、再び「婚前披露宴」を開催します。
出　　演	 久本雅美／松崎しげる　いとうあさこ	

ナジャ・グランディーバ／柴田理恵　梅垣義明	
大久保ノブオ（ポカスカジャン）		タマ伸也（ポカスカジャン）／松尾貴史

日　　時	 9月29日（土）17：30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　5,500円（通常料金8,500円）　※未就学児は入場できません。
枚　　数	 6枚（1会員2枚まで）
申込期限	 8月14日（火）必着
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t ～愛と平和への祈りをこめてVol.8
森麻季　ソプラノ・リサイタル

9/16
SUN

森麻季ソプラノ・リサイタル　デビュー20周年・CDリリース記念公演 
至福のとき～珠玉の歌曲集 
オペラの舞台に立って20年、調和に満ちた音楽を心を込めて演奏し続けられる、 
至福のとき～
出　　演	 森麻季（ソプラノ）　山岸茂人（ピアノ）
曲　　目	 カッチーニ：麗しのアマリッリ　　　ラフマニノフ：ヴォカリーズ	

アーン：クロリスに／至福のとき　　サティ：ジュ・トゥ・ヴ	
リスト：夢に来ませ　　　　　　　　アメイジング・グレイス　ほか

日　　時	 9月16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　4,000円（通常料金6,000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	 8月14日（火）必着
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e

t 読売交響楽団 日曜マチネ―シリーズ
休日午後のチャイコフスキー ～苦悩から歓喜へ ！ ～

9/16
SUN

国内のクラシック音楽賞で最高の栄誉とされるサントリー音楽賞を受賞した読売日本交響楽団が、 
色彩の魔術師カンブルラン（常任指揮者）と贈る珠玉のオール・チャイコフスキー・プログラム。 
気鋭チェリスト・イオニーツァが鮮烈なリズムと甘美なメロディの協奏曲で共演。
指揮：シルヴァン・カンブルラン　　チェロ：アンドレイ・イオニーツァ
曲　　目	 チャイコフスキー：幻想序曲「テンペスト」	

チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲	
チャイコフスキー：交響曲第4番

日　　時	 9月16日（日）14：00開演
会　　場	 東京芸術劇劇場　コンサートホール（JR線等「池袋駅」）
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	 8月14日（火）必着

©読響

©Peter�C.Theis
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「ザ・ジャパン・バレエ21」
9/16
MON

創立70周年を迎える松山バレエ団・松山バレエ学校が「夢の国」より 
「眠れる森の美女」よりグランドセレクションをお届け！ 
命みなぎる、愛と活気に満ちた The Japan Ballet をお楽しみください！！

構成・演出・振付：清水哲太郎
出　　演	 森下洋子・松山バレエ団・松山バレエ学校教師	出演
演　　目	 松山バレエ団「ザ・ジャパン・バレエ21」	

～「夢の王国」より　「眠れる森の美女」よりグランドセレクション～
日　　時	 9月16日（日）　11：30開演
会　　場	 新宿文化センターホール（東京メトロ、都営線「東新宿駅」）
料　　金	 A席　4,000円（通常料金6,000円）　※3歳以上入場可、ただし、お一人様一枚チケット必要。 

特典：チケットをお求めの方に松山バレエ団特製オリジナル《ポストカード》1枚プレゼント
枚　　数	 10枚（1会員2枚まで）
申込期限	 8月14日（火）必着

スパ ラクーア　15周年記念！
平日限定　トリートメント付きチケット

割引チケット

「東京ドーム天然温泉　スパ ラクーア」の15周年を記念して、『スパ ラクーア平日入館料』と『館内トリートメント＆
ビューティー店舗の施術（複数コースから１つ選択可）』がセットになった“お得な平日限定チケット”を販売します。
また、15周年記念「ラクーア15thオリジナルバック」（チケット1枚につき１つ）をプレゼントします。（ご利用当日、
ご予約店舗でお渡しします）

●利用期間／9月3日（月）～2019年1月31日（木）の平日 

※土日祝・特定日＝12/29（土）〜1/3（木）、休館日＝10/1（月）・2（火）は利用不可。

●あっせん価格／4,800円（スパ平日入館料　2,850円　＋　トリートメント施術代　6,000円～7,600円相当）

●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／8月1日（水）～8月18日（土）まで

●引取期間／8月28日（火）～9月7日（金）〈代引発送予定　8/29（水）頃〉

●枚　　数／【１会員４枚まで】

●注意事項／※お申込みいただいた全員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。 
※申込期間終了後のキャンセルは出来ません。 
※トリートメント＆ビューティー店舗・メニュー内容⇒７店舗８コースから選択可。ご利用希望日の２週間前〜前日まで 
　に各店舗に予約が必要です。予約受付時間/12:00〜21:00、施術時間/11:30〜22:00（最終受付）。各店舗の予約 
　電話番号、注意事項は、チケット裏面にてご確認ください 
※男性の方もチケットをご購入いただけます（一部ご利用になれないメニューもございます。ご了承ください。）
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オルセー美術館特別企画
ピエール・ボナール展

展覧会

オルセー美術館の豊富なコレクションを中心に、国内外のコレクションの協力のもと、130点超の作品で構成される
ボナールの大規模な回顧展です。油彩72点、素描17点、版画・挿絵本17点、写真30点といったさまざまなジャンル
を通じて、謎多き画家ボナールの魅力に迫ります。

●会　　期／9月26日（水）～12月17日（月）

●開館時間／10：00～18：00 

※毎週金・土曜日は20：00まで。 
　ただし9月28日（金）・29日（土）は21：00まで。 
※入場は閉館の30分前まで

●休 館 日／毎週火曜日

●会　　場／国立新美術館　企画展示室1E（東京・六本木）

●あっせん期間／8月1日（水）～12月7日（金）まで　※売切れ次第終了

●料　　金／一般　1,000円（当日券 一般1,600円） 

【1会員4枚まで】 

※中学生以下は無料 
※障害者手帳をご持参の方（付き添いの方1名を含む）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。

京都・醍醐寺—真言密教の宇宙—
展覧会

密教の世界観を表す重厚な密教美術のほか、桃山時代に豊臣秀吉が行った「醍醐の花見」の関連作品や、 
三宝院の襖絵、俵屋宗達による屛風など、醍醐寺をめぐる華やかな近世美術も鑑賞できる貴重な機会となります。

●会　　期／9月19日（水）～11月11日（日） ※作品保護のため、会期中に展示替えを行います。

●開館時間／10：00～18：00 

※金・土、9月23日（日・祝）、10月7日（日）は20：00まで開館。 
※いずれも最終入館は閉館の30分前まで。

●休 館 日／火曜日（ただし11月6日は18時まで開館）

●会　　場／サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア3F）

●あっせん期間／8月1日（水）～10月31日（水）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】 

※中学生以下無料 
※障害者手帳をお持ちの方は、ご本人と 
　介護の方1名様のみ無料

●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。

� ピエール・ボナール　《猫と女性�あるいは�餌をねだる猫》
� 1912年頃　油彩、カンヴァス　78x77.5cm　オルセー美術館
©�RMN-Grand�Palais�（musée�d'Orsay）�/�Hervé�Lewandowski�/�
� distributed�by�AMF

国宝�「薬師如来坐像」�平安時代、醍醐寺蔵、
画像提供：奈良国立博物館、撮影：佐々木香輔

国宝�「文殊渡海図」�鎌倉時代、醍醐寺蔵、
画像提供：奈良国立博物館、撮影：佐々木香輔
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TOHOシネマズ映画チケット
映画チケット

TOHOシネマズ全劇場（全国）で使えるチケットです。 
毎回大好評につき、販売枚数を増やしました。 

（売切れ終了した場合は、ゆとりちよだホームページにその
旨掲載しますので、ご確認ください。）
●販売券種／ TOHOシネマズ 大人券
●有効期限／ 平成31年1月31日まで
●あっせん価格／1,000円（参考：大人当日券1,800円）
●購入可能数／1会員4枚まで　売切れ次第終了（600枚限定）
●申込方法／電話・窓口（取り置き・代引郵送も承ります）
●販売開始日／8月7日（火）9:00～　※9時ちょうどより開始します。それ以前につながってもお受けできません。	

（一本の電話でお受けできるのはお一人分のみになります。窓口受付もお一人分のみになります。） 
※このチケットのお支払いに『映画前売チケット利用補助券（500円券）』は利用できません。 
※鑑賞の際はTOHOシネマズHP・劇場設置の自動券売機・劇場窓口にて座席指定券との引換が必要です。 
※先行上映、特別興業など、一部作品で利用出来ない場合があります。 
※3D作品や特別上映作品を鑑賞の場合、特別席利用の場合は追加料金を劇場でお支払いください。

2018  明治安田生命Jリーグ（9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 9月��1日（土）�or�9月��2日（日） サガン鳥栖
時
間
未
定

味の素スタジアム
9月29日（土）�or�9月30日（日） 清水エスパルス 味の素スタジアム

川崎フロンターレ 9月15日（土）�or�9月16日（日）北海道コンサドーレ札幌 等々力陸上競技場
9月22日（土）�or�9月23日（日） 名古屋グランパス 等々力陸上競技場

横浜Ｆ・マリノス 9月��1日（土）�or�9月��2日（日） 柏レイソル 日産スタジアム
9月15日（土）�or�9月16日（日） 浦和レッズ 日産スタジアム

※�上記各対戦日時は、会報誌印刷時には未確定（7/26正式発表）でしたので、チケットをご希望の方は、各自で日程をご確認の上、
お申込みください。ゆとりちよだホームページでも日時をご確認いただけます。

●申込期間／  往復はがき又はホームページで申込、8月10日（金）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。

お知らせ
お知らせ給付金の請求には期限があります

給付金の請求は、給付事由が生じてから6か月以内（事務局受付日）に請求してください。 
期限が経過した場合は無効となりますのでご注意ください。

◆事由発生日◆　※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。

①	結婚：婚姻届受理日 ④	出産：出生日 ⑦	障害：障害者手帳発行日
②	金婚：婚姻届日から50年経過した日 ⑤	入学：入学の年の4月1日 ⑧	災害：罹災証明発行日
③	銀婚：婚姻届日から25年経過した日 ⑥	入院：退院日 ⑨	弔慰：死亡日

◆ 給付金の請求には、「給付金請求書」に必要事項（表・裏）を記入・押印の上、  
発生事由を証明する添付書類（コピー可）を付けて窓口又は郵送で提出して  
ください。（FAX、E-mailは不可）

◆添付書類など詳しい内容につきましては、ガイドブック、ホームページ等で  
　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。

TOHOシネマズ劇場リスト【1都3県のみ抜粋】
［東京都］ 日比谷、シャンテ、新宿、日本橋、上野、

六本木ヒルズ、渋谷、西新井、南大沢、府中、錦糸町

［埼玉県］ ららぽーと富士見

［千葉県］ ららぽーと船橋、市川コルトンプラザ、柏、
八千代緑が丘、流山おおたかの森、市原

［神奈川県］ 海老名、小田原、川崎、ららぽーと横浜、上大岡

〜お忘れではありませんか？〜
今年4月に小学校に入学したお子さんをお持ちの会員の方。

入学祝金の請求期限は平成30年9月30日です。
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お知らせ
お知らせ第11回「千代田ビジネス大賞」

エントリー企業募集中！
公益財団法人まちみらい千代田では、中小企業の成長発展を支援することを目的に、経営革新や経営基盤の強化に 
取り組んでいる区内の企業を表彰する「千代田ビジネス大賞」を実施しています。 
自社の情報発信の機会として応募してみてはどうでしょうか。

「千代田ビジネス大賞」のエントリーは8月31日（金）まで。
●詳　細／公益財団法人まちみらい千代田　産業まちづくりグループ　電話03-3233-7558へお問い合わせください。

●ＵＲＬ／http://www.mm-chiyoda.or.jpでもご案内しています。

あなたのまちのシルバー人材センター

公益社団法人 千代田区シルバー人材センター
九段南一丁目6番10号 かがやきプラザ4階　電話 03-3265-1903

入会を希望される方は、
毎月第2・第4火曜日の午後2時から開催の説明会にご参加ください。

会員を募集しています 区内にお住まいで60歳以上の方！
健康で働く意欲のある方！

ｉＤｅＣｏの詳細については 

〈中央ろうきん〉一ツ橋支店まで 

ＴＥＬ：03-3265-8041 担当:徳原 ２０１８年６月１日現在

〈中央ろうきん〉へ取次ぎを 

ご希望の方は組合事務所まで 
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8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

琉球　美の宝庫 8月24日まで 700円（一般）／会期9月2日まで
あっせん期間内4枚までルーヴル美術館展 8月31日まで 1,000円（一般）／会期9月3日まで

モネ　それから100年
9月20日まで

1,000円（一般）／会期9月24日まで
東京湾納涼船2018年 1,600円（大人）700円（中高生）300円（小学生）/期間9月24日まで

あっせん期間内6枚まで
サンリオピューロランド・パスポート 9月21日まで 1,500円（一般）／有効期間9月30日（3歳以上共通）
藤田嗣治展 9月28日まで 1,000円（一般）／会期10月8日まで あっせん期間内4枚まで
東京・ミュージアムぐるっとパス2018 1月25日まで 1,500円（大人）／有効期間：最初に利用した日から2か月間（最終有効期限：3月31日） 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 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

年間を通じて
購入できます

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
プラネタリウム/満天 800円（大人）／3月31日まで有効
サンシャイン60展望台 600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24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）※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／12月31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／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）

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、8月1日（水）、8日（水）、15日（水）、22日（水）、29日（水）は、午後7時まで営業いたしております。

東京ディズニーリゾート
「サンクス・フェスティバル」パスポート

●利用期間（入園期間）●
2018年9月1日（土）～9月30日（日）の全日　※土日祝日含みます

●パスポート購入方法●
「パスポート購入申込書」をチケット販売窓口にご提出ください。購入申込書1枚につき5名様までご購入可能です。
※有効期間内のコーポレートプログラム利用券をお持ちの方は、併用可能です。購入申込書と併せてご提出ください。
※購入申込書のご提出がない場合、特別料金は適用されませんのでご注意ください。

公益社団法人ゆとりちよだ
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