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　チェコ随一の栄光と伝統の歌劇場、2 年ぶりの引っ越し公演！
プラハ国立歌劇場の「魔笛」は、子どもから大人まで、誰もが楽しい気分にひたれる
優雅な舞台。この機会に、是非、ご家族でご覧ください！
出　　演　　プラハ国立歌劇場
　　　　　　夜の女王：エリカ・ミクローシャ
　　　　　　全２幕　日本語字幕付
日　　時　　10 月 13 日（日）15：00 開演
会　　場　　Bunkamura　オーチャードホール（JR 等各線「渋谷駅」）
料　　金　　S 席 13,000 円（通常料金 19,000 円）
枚　　数　　20 枚（１会員４枚まで）※未就学児は入場できません。
申込期限　　９月 25 日（水）必着

　― 蘇る“誇り高き響き”―　20 年ぶりにチェコ・フィルの首席指揮者に帰り咲いた
巨匠ピエロフラーヴェクが高らかに謳いあげます。
指　　揮　　イルジー・ビエロフラーヴェク（首席指揮者）
演 奏 曲　　ドヴォルザーク：チェロ協奏曲　ナレク・アフナジャリャン（チェロ）
　　　　　　ブラームス：交響曲第１番　
日　　時　　10 月 30 日　（水）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　　A 席 10,000 円（通常料金 15,000 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着

プラハ国立歌劇場　　　　　　　　　　
モーツァルト『魔笛』

ビエロフラーヴェク指揮　　　　　　　　　　　　　
　　チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

チケットの申込方法は「ガイドブック 2012」P109 及び P110 を参照してください。
申込み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、募集数を超えた場合は抽選となります。

チケットあっせん
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ミュージカル　レ・ミゼラブル

イ・ムジチ合奏団

　「この世に無知と貧困がある限り、この種の物語は、必要であろう。」ヴィクトル・ユゴー原作の
レ・ミゼラブル。発刊から 1 世紀半が過ぎた現在も、人間の精神が持つ不屈の忍耐力と再生力の証
として、人々に元気を与え続けています。
新演出・新キャストで生まれ変わった、ミュージカル『レ・ミゼラブル』！！
好評につき、凱旋公演が決定！帝国劇場の舞台に注目です。
原　　作　　ヴィクトル・ユゴー
演　　出　　ローレンス・コナー / ジェームス・パウエル
出　　演　　福井昌一、川口竜也、綿引さやか、知念里奈　他
日　　時　　11 月 5 日（火）18：15 開演
会　　場　　帝国劇場（JR 線「有楽町駅」）
料　　金　　S 席 10,500 円（通常料金 13,500 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着

　「イ・ムジチ」とは、イタリア語で「音楽家たち」の意味。12 名の才能豊かな「音楽家たち」が作り出す演奏が、
「四季」という曲を世界的に有名にしたのです。“イタリアの弦”ならではのカンタービレ、永遠のベストセラー
であるイ・ムジチの名演奏を心ゆくまでご堪能ください。
予定曲目　　ロッシーニ（ガンバロ編）：オペラ「セビーリャの理髪師」
　　　　　　プッチーニ（モリネッリ編）：オペラ「ジャンニ・スキッキ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から“私のお父さん”
　　　　　　ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集「四季」op.8　他
日　　時　　10 月 19 日（土）18：00 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 6,500 円（通常料金 10,000 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）※未就学児は入場できません。
申込期限　　9 月 25 日（水）必着
 

森山良子コンサートツアー
2013－2014　～Eternally ～

　誰もが口ずさめる数々の名曲を世に送り続けてきたスーパー・シンガーソングラ
イター森山良子の新ツアーがスタート。歌に感動、トークに爆笑、涙なしでは見ら
れない、エレガントでキュートでパワフルなステージをお楽しみください。
日　　時　　10 月 18 日（金）18：30 開演
会　　場　　Bunkamura　オ－チャードホール（JR 等各線「渋谷駅」）
料　　金　　S 席 4,400 円（通常料金 6,500 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着
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唐版　滝の白糸
　唐十郎×蜷川幸雄“禁断の企み”再び蘇る！
唐十郎が、泉鏡花作「義血侠血」に想を得て大胆に構成し、謎めいた味わいが散りばめられた会話の呼応、哀し
くも痛切な抒情が込められた台詞の数々。「演劇スペクタクル」と称賛された伝説的作品が 13 年振りに蘇ります。
作　　　　　唐十郎
演　　出　　蜷川幸雄
出　　演　　大空祐飛（水芸人・お甲）　
　　　　　　窪田正孝（アリダ）平幹二朗（銀メガネ）　他
日　　時　　10 月 19（土）14：00 開演
会　　場　　Bunkamura　シアターコクーン（JR 等各線「渋谷駅」）
料　　金　　S 席 7,500 円（通常料金 9,500 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着

前進座錦秋公演『赤ひげ』
　人は人を愛するために生きている .・・・江戸 . 小石川養生所に織りなされる
ふれあいのものがたり。山本周五郎原作「赤ひげ診療譚」が前進座錦秋公演として
国立劇場に登場します。　生と死が織りなす人間模様の中で、若き医師・保本登が
選んだ生き方とは―、そして、医療のあり方とは・・・
出　　演　　嵐圭史　高橋佑一郎　今村文美　他
日　　時　　11 月 16 日（土）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　　全席指定 5,000 円（通常料金 7,500 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着

文学座　『未来を忘れる』
　未来というまだ見ぬ世界に期待を抱きながら、繰り返すであろう愚行を進化とみ
るか、退化とみるか。文学座アトリエの会が、今私たちが生きていく上での分岐点
を示唆する作品に挑戦します。
作　　　　　松井周
演　　出　　上村聡史
出　　演　　大滝寛　加納朋之　南拓哉　南一恵　藤﨑あかね　増岡裕子　他
日　　時　　10 月 26 日（土）13：00 開演
会　　場　　信濃町・文学座アトリエ（JR 線「信濃町駅」東京メトロ、「四谷三丁目駅」）
料　　金　　指定席 2,500 円（通常料金 4,000 円）
枚　　数　　10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着

撮影：蜷川実花
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第 6 回「千代田ビジネス大賞」エントリー企業募集中！
　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。
　大賞や優秀賞等に選ばれると、表彰されるとともに、企業紹介のパンフレット作成や「まちみらいニュース」
等の広告媒体で紹介されます。また、エントリーをするだけでも「まちみらいニュース」でエントリー企業の
紹介が行われますので、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 9 月 30 日（月）まで。詳細は、8 月号折込パンフレットをご覧頂くか、

（財）まちみらい千代田　産業まちづくりグループ　TEL.3233-7558 へお問合わせください。
　また、URL：http://www.chiyoda-days.jp/ でもご案内しています。

国立劇場　11月歌舞伎公演
　『伊賀越道中双六』は、日本三大敵討の一つ＜伊賀上野の敵討＞を題材にした歌舞
伎屈指の傑作です。歌舞伎界の最高峰に立つ藤十郎を中心にした配役で、敵討に絡
む人々のそれぞれの想いが感動を呼ぶ名舞台をお届けします。どうぞ、ご期待下さい。
演　　目　　『通し狂言　伊賀越道中双六』　四幕七場
出　　演　　坂田藤十郎、中村扇雀、片岡孝太郎、中村橋之助、中村翫雀　他
日　　時　　① 11 月 3 日（日・祝）　 12：00 開演
　　　　　　② 11 月 4 日（月・振休）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　　1 等 A 席 6,000 円（通常料金 9,200 円）
枚　　数　　各日 10 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着
　

宝塚歌劇100周年前夜祭
ドリーム　ア　ドリーム

　“宝塚歌劇 100 周年にむけたオマージュ”をテーマにした 3 部構成のソング＆
ダンスショー！　記念すべき瞬間に向けて、綺羅星の如く歴史を彩ってきた歴代の
トップスターたちが華麗なるレビュー、ダンスショー、艶やかな日本物のショーを
スタイリッシュに繰り広げ、特別なひとときの「夢」を、あなたにお届けします。
第 １ 幕　　華麗なるレビュー　ゴージャスで華やかな古きよき時代のレビューを
　　　　　　イメージしたスターの祭典。
第 ２ 幕　　オリジナルショー　スウィングするジャズ、迫力あるダンスが満載。
　　　　　　“ジャズの起源”を現代の N.Y. から遡るダンスショー。
第 ３ 幕　　日本物ショー～コンサート・ショー　艶やかな日本物で幕を開け、ス
　　　　　　ペシャルゲストも出演するコンサート形式のショー。
出　　演　　鳳蘭　峰さお理　剣幸　杜けあき　安寿ミラ
　　　　　　湖月わたる　彩輝なお　朝海ひかる 他
日　　時　　10 月 26 日（土）12：00 開演
会　　場　　東急シアターオーブ（JR 等各線「渋谷駅」）
料　　金　　S 席 8,700 円（通常料金 12,000 円）
枚　　数　　20 枚（1 会員 2 枚まで）
申込期限　　9 月 25 日（水）必着
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興福寺創建 1300 年記念
国宝 興福寺仏頭展

ミケランジェロ展－天才の軌跡

　奈良・興福寺の創建 1300 年を記念して開催する本展は、現存する

東金堂をテーマとし、同寺の代表的な名宝である国宝「銅造仏頭」

（白鳳時代）をはじめ、東金堂ゆかりの名品を展示します。

会　　期　　9 月 3 日（火）～ 11 月 24 日（日）

休 館 日　　月曜日（ただし 9月16日、9月23日、10月14日、11月4日は開館）、

　　　　　　9月17日、9月24日、10月15日、11月5日の火曜日

開館時間　　10：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）

会　　場　　東京藝術大学大学美術館（東京・上野公園）

あっせん期間　11 月 22 日（金）まで　※売り切れ次第終了

料　　金　　一　　般　　800 円　【1 会員 4 枚まで】

　　　　　　（当日券 1,500 円）　※中学生以下は無料

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、代引配送もできます。

　本展覧会では、フィレンツェにあるミケランジェロゆかりのカー
サ・ブオナローティから、彼が 15 歳くらいで制作したとされる
日本初公開の彫刻《階段の聖母》を中心に、絵画、素描、書簡な
ど 60 点を展示。89 歳で亡くなるまで、精力的に活動した彼の偉
大なる功績を紹介いたします。
会　　期　　9 月 6 日（金）～ 11 月 17 日（日）
休 館 日　　月曜日（ただし 9月16日、9月23日、10月14日、11月4日は開館）

　　　　　　9月17日、9月24日、10月15日、11月5日の火曜日
開館時間　　9：30 ～ 17：30（金曜日は 20：00 まで）
　　　　　　※入館は閉館の 30 分前まで
会　　場　　国立西洋美術館（東京・上野公園）
あっせん期間　11 月 15 日（金）まで　※売り切れ次第終了
料　　金　　一　　般　　800 円　【1 会員 4 枚まで】
　　　　　　（当日券 1,400 円）　※中学生以下は無料
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、代引配送もできます。

Kaori UEDA
テキストボックス
画像は非掲載とさせて頂いております。ご了承下さい。 

Kaori UEDA
テキストボックス
 画像は非掲載とさせて頂いております。ご了承下さい。
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☆チケットをあっせん販売しています☆　9 月窓口

購入方法　「ゆとりちよだ」事務局窓口でご購入ください。会員の方は会員証を提示してください。
　　　　　電話予約（取り置きは 10 日間程度）、代引配送もできます。
営業時間：午前 9 時から午後 5 時まで（土・日・祝日は休み） 
　　※ただし、9月 4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）は午後 7時まで営業します。

※会員・家族の方のご利用料金です。
１会員の購入できる枚数等

月間10枚・年間５０枚まで

月間6枚・年間30枚まで

月間10冊まで

月間6枚・年間30枚まで

年間6枚まで

年間6枚まで

月間6枚まで

4枚まで

月間10枚・年間60枚まで

月間10枚・年間50枚まで

あっせん期間

年間を通じて
購入できます。

６枚まで

６枚まで

4枚まで

施　　設　　名

西武園ゆうえんち（25年3月まで有効）

としまえん（9月～11月有効）

東京ドームシティ得10チケット

東武動物公園（プールもOK）

レゴランド・ディスカバリー

マダム･タッソー東京

スパ　ラクーア

スパリゾート ハワイアンズ

区立プール

ラフィネ　ランニングスタイル

サンシャインシティ

六本木ヒルズ展望台・森美術館

国立演芸場

サンリオピューロランド

アンドレアス･グルスキー展

ルーヴル美術館展

レオナール・フジタ

アメリカン・ポップ・アート展

ぐるっとパス

料　　　　　　　　金

５００円（大人・こども共通券）※3歳以上有料

５００円（大人・こども共通券）※3歳以上有料

2,300円（大人・こども共通券）

1,600円（大人・こども共通券）※3歳以上有料

1,000円（大人・こども共通券）※３歳以上有料

1,000円（大人＝中学生以上）、800円（小人＝3歳～小学生）

1,700円（一般）

600円（大人・こども共通券）※売り切れ。次回は10月にご案内します。

400円（大人）

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）

「サンシャイン水族館」900円（大人） 

「コニカミノルタプラネタリウム満天」5００円（大人）、3００円（こども）

800円（一般）、600円（学生）、300円（中学生～4歳以上）

1,000円

入場券５００円（大人･小人共通）、パスポート１，７００円（大人･小人共通）

800円（一般）

800円（一般）

800円（一般）

800円（一般）

1，500円

9／23まで

9／13まで

9／20まで

9／27まで

10／18まで

１／３１まで

2013 Ｊリーグ ディビジョン１観戦チケット
（10 月開催試合）のあっせん　　　　　　　　 
席種及び料金　ホームＡゾーン　　　　　大　　人　　1,300 円（当日券　2,000 円〜 2,600 円）
　　　　　　または、ホーム自由席　　小中学生　　　400 円（当日券　 500 円〜 1,200 円）
対象試合

申込・期限　往復はがき又はホームページで申込 9 月 17 日（月）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。

主催チーム 月　日 対戦チーム キックオフ 会　　場
横浜Ｆ・マリノス 10月19日(土) サンフレッチェ広島 15：00 日産スタジアム

10月 6日(日) 柏レイソル 14：00 等々力陸上競技場
川崎フロンターレ

19日(土) ジュビロ磐田 15：00 〃
10月 5日(土) 鹿島アントラーズ 19：00 国立競技場

ＦＣ東京
19日(土) アルビレックス新潟 17：00 味の素スタジアム

Kaori UEDA
テキストボックス


