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申込書に必要事項を記入し、往復はがきの往信面にしっかり貼り付けて、振興会へ申し込みます。
※返信面には必ず、返信先の住所、氏名を記入してください。
申込後、返信はがきが届きますので、指定期日までにチケット代と送料２５２円を振り込んでください。
入金確認後、公演１週間前までに特定記録で郵送します。
❶公演日・時間（第一希望、第二希望）
❷希望人数（会員○人、同行者○人）
❸会員代表者の〒・住所
❹会員全員分の氏名（フリガナ）
❺会員全員分の会員番号
❻代表者の所属名
❼電話番号（日中連絡の取れる会員代表

者の電話番号）
※会員番号、会員氏名の記載がない場合

は、同行者料金になります。
※記載事項に漏れがある場合は、申込自体

が無効になる場合がありますので、漏れ
のないように記載してください。

※申込後のキャンセル、変更はできません。
※申込多数の場合は、抽選により参加者を決
定します。

芸術鑑賞芸術鑑賞
大好評をいただいております歌舞伎座での

歌舞伎鑑賞を実施します。皆さまの応募をお待ちしています。

申込方法申込方法

【出演者】（予定）
幸四郎、猿之助、獅童、七之助、中車、他
＊出演者は演目により異なりますので、お申込み前に
  歌舞伎座発表のものをご確認願います。

【演目】（未定）鋭意選定中

8月10日（金）11:00
8月11日（土）14:30
8月17日（金）14:30
8月19日（日）18:00
8月21日（火）11:00

一等
会員 10,500円
同行者 13,500円
 （15,000円）

３００人
各60人

公演日・開演時間 募集人数 席種・料金（一般料金）

幸四郎 獅童 中車 七之助 猿之助

公 演 名

第 一 希 望

第 二 希 望

希 望 人 数

代 表 会 員

の 住 所

電 話 番 号

代表者の所属名

フ リ ガ ナ

会 員 氏 名

会 員 番 号

フ リ ガ ナ

会 員 氏 名

会 員 番 号

フ リ ガ ナ

会 員 氏 名

会 員 番 号

備 考

八月納涼歌舞伎

　　　　　月　　　　　日（　　）

　　　　　月　　　　　日（　　）

会　員 人

同行者 人

　　計 人

〒

申込時の注意
＊切り取るかコピーをし、往復はがきに貼ってください。
＊会員の氏名・会員番号が書ききれないときは、備考欄に記入してください。
＊記入漏れがあると申し込み自体が無効となる場合がありますので、
　漏れの無いよう記入してください。
＊会員番号の記載がない場合は、同行者料金になります。
＊鑑賞券は、入金確認後、特定記録郵便で代表者住所に送付します。
＊電話番号は、日中連絡の取れる番号を記入してください。
＊１グループ１回の申し込みです。複数申し込むと申し込みが無効になる場合があります。

会　　場会　　場 歌舞伎座（東銀座駅）

申 込 先申 込 先 〒231-8325
横浜市中区日本大通３３
神奈川県教育福祉振興会「歌舞伎」係

申込締切申込締切 ６月２5日（月）必着
（消印有効ではありません。）

対 象 者対 象 者 会員とその同行者　＊同行者料金と会員料金との差額は、振興会が負担します。

コピーしてお使いください

サッカー観戦会サッカー観戦会

対　　象対　　象 現職会員とその同行者（現職会員のみ補助がつきます。）

申込方法申込方法 振興会ホームページの応募フォームから希望日を選択し、必要事項を入力のうえ、送信してください。
同行者が会員の場合は同行者の会員番号も忘れずに入力してください。
会員番号の記載がない場合は同行者料金になりますのでご注意ください。
締切後、参加決定者には試合開催日の３週間前までに振込通知書を送付いたしますので
同通知書記載の指定期日までにチケット代を指定口座にお振込ください。
入金確認後、振興会からチケットを希望の送付先に発送します。
※入金後のキャンセルは一切できません。振込手数料はご負担ください。

現職会員の方々に次の日程に限り、横浜Ｆ・マリノス観戦チケットが補助付きで購入いただけます。
※今年から申込方法が変更になりました。下記申込方法をご覧ください。

７月２８日（土）
８月１５日（水）

９月１日（土）又は
９月２日（日）

（開催日未定）

観戦日
18：00
19：30

未定
（ナイトケ ー゙ム予定）

キックオフ
清水エスパルス

名古屋グランパス

柏レイソル

対戦チーム 

ＳＳ席
３,６００円

会員料金

ＳＳ席
４,６００円

（５,１００円）

同行者料金（一般）
７月  １日（日）
７月１６日（月）

８月  １日（水）

申込締切
３０人
３０人

３０人

募集人数
横浜Ｆ・マリノス（会場：日産スタジアム）次の３試合に限り補助します。

そ の 他そ の 他 未定の開催日・キックオフ時刻は横浜F・マリノス公式サイト（http://www.f-marinos.com）にてご確認ください。
詳細が分かり次第振興会ホームページでもご案内いたします。

対 象 者対 象 者 会員と同行する家族
※家族とは、生計を一つにしている同居の家族を示します。
※会員と家族の名字が異なるときは、振興会から電話等で確認をすることがあります。
☆一般料金との差額の一部は振興会が負担します。

受付期間受付期間 8月31日（金）まで
※先着順により受け付け、定員になり次第締め切ります。※申込後のキャンセル・変更はできません。

申 込 先申 込 先 劇団飛行船　　電話０４４－９３０－１５５１　（平日10：00～17：00）

親と子の芸術鑑賞会
ＨＵＧっと！プリキュア　ドリームステージ♪

公演の鑑賞券を、会員とその同行する家族に対して補助をつけて提供します。公演の鑑賞券を、会員とその同行する家族に対して補助をつけて提供します。

電話で直接、劇団飛行船に申し込みます。
その際、教育福祉振興会の会員であることを必ず告げてください。
❶公演名　❷公演日時　❸希望人数（会員○人、同行者○人）❹〒・住所　
❺氏名・フリガナ（申込者全員分）　❻会員番号（会員全員分）❼所属名（学校名）　
❽電話番号（日中連絡のとれる会員代表者の電話番号）を告げてください。
公演の２週間前までにチケットと振込用紙が郵便で届きます。
チケット送料は無料、郵便振込手数料がかかります。

申込方法申込方法

※２歳以下の子どもは大人１名につき１名までひざ上無料。ただし、席が必要な場合は有料。

7月15日（日）
7月28日（土）
8月25日（土）

9月24日（月・祝）

11:00 ／ 14:30
11:00 ／ 14:00
11:15 ／ 14:30
10:30 ／ 13:30

200人

神奈川県民ホール 大ホール
相模女子大学グリーンホール　大ホール
カルッツかわさき
よこすか芸術劇場

（　　　　　）
Ｓ席　1,500円
前売　2,700円
当日　3,000円

©ABC－A・東映アニメーション

©1992 Y.MARINOS

©1992 Y.MARINOS

※開演時間は予定です。正式な時間はチケットを確認してください。

入場者特典あり！ 最後に
ハイタッチができる！ ダンスレクチャー中は

写真が撮れます！
ドリームステージだけの
オリジナルストーリーと
ライブが楽しめます！※公演当日に会場でお渡しします。 ※公演当日会場にて特定の商品を

　購入された方のみ（数量限定）

振興会ホームページアドレス
http://kyo-fukushi.or.jp
ユーサ ー゙名とパスワードは表紙をご覧ください
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芸術鑑賞芸術鑑賞
　次の各公演の鑑賞券に、振興会会員のみ振興会から補助をします。
　申込期間・申込方法等をお確かめのうえ、各団体や施設にお申し込みください。申込先は12ページです。
　本号に記載していない公演につきましては、振興会会員専用ホームページで随時ご案内していく予定ですので、振
興会会員専用ホームページをご確認いただき、お申し込みください。ホームページのアドレスは表紙上部を、ログイ
ンに必要なユーザー名とパスワードはもくじの下を参照してください。なお、ホームページへのアクセスに関する説明は、
振興会ハンドブックの表紙裏ページにも掲載してありますので、ご確認ください。

公演日・開演時間 会　場 出演者／曲目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

7月28日（土）
14:00

横浜
みなとみらい

ホール

小山実稚恵
（ピアノ）

ワルツ第6番「小犬のワルツ」、
舟歌、ノクターン第20番、
ピアノ・ソナタ第3番 他

20人

全指定席
会員 2,325円　
同行者 3,825円　
 （4,500円）

7月2日 🅰

公演日・開演時間 会　場 曲目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

9月1日（土）
14:00

東京
オペラシティ 
コンサート

ホール

ドビュッシー： 月の光、喜びの鳥
ベートーヴェン： ピアノ・ソナタ第14番「月光」

ショパン： 「雨だれ」、ノクターン第8番
シューマン： 謝肉祭、他

30人

S席
会員 2,100円　
同行者 3,600円　
 （4,500円）

7月10日 🅱

公演日・開演時間 会　場 出演者／曲目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

9月8日（土）
13:30

ミューザ
川崎

シンフォニー
ホール

小柳美奈子（ピアノ）
ラヴェル： 亡き王女のためのパヴァーヌ

ピアソラ： リベルタンゴ
グラズノフ： サクソフォン協奏曲 他

30人

全指定席
会員 2,190円　
同行者 3,690円　
 （4,100円）

7月9日 🅰

公演日・開演時間 会　場 出演者／曲目 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

10月14日（日）
15:00

よこすか
芸術劇場

指揮： 下野竜也  管弦楽： 東京交響楽団

［曲目］
ベートーヴェン： 交響曲 第５番 ハ短調 Op.67「運命」
ベートーヴェン： 交響曲 第６番 ヘ長調 Op.68「田園」

20人

Ｓ席
会員 3,450円　
同行者 4,950円　
 （5,500円）

6月22日
先着順 🅲

公演日・開演時間 会場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

9月24日
（月・祝）

13:00 東急
シアター
オーブ

朝夏まなと（24日）／神田沙也加、（30日）、
寺脇康文（24日）／別所哲也（30日）、
相島一之、今井清隆、平方元基、
春風ひとみ、伊東弘美、前田美波里  他

100人

Ｓ席
会員 7,700円　
同行者 10,700円　
 （12,500円）

6月28日 🅳
9月30日
（日）
12:00

小山実稚恵のショパン《オール・ショパン・プログラム》

外山啓介ピアノ・リサイタル「月光＆謝肉祭」

ミューザ川崎ホリデーアフタヌーンコンサート
《須川展也（サクソフォン）×奥村愛（ヴァイオリン）withストリングス》

東京交響楽団 名曲コンサート「運命」「田園」指揮：下野竜也

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」

©Yuji Hori

©Naoya Yamaguchi
(Studio Diva)
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芸術鑑賞芸術鑑賞
　次の各公演の鑑賞券に、振興会会員のみ振興会から補助をします。
　申込期間・申込方法等をお確かめのうえ、各団体や施設にお申し込みください。申込先は12ページです。
　本号に記載していない公演につきましては、振興会会員専用ホームページで随時ご案内していく予定ですので、振
興会会員専用ホームページをご確認いただき、お申し込みください。ホームページのアドレスは表紙上部を、ログイ
ンに必要なユーザー名とパスワードはもくじの下を参照してください。なお、ホームページへのアクセスに関する説明は、
振興会ハンドブックの表紙裏ページにも掲載してありますので、ご確認ください。

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

10月20日（土）
17:00

帝国劇場

花總まり（10月）／笹本玲奈（11月）、
ソニン

田代万里生（11月）／古川雄大（10月）、
原田優一

　　吉原光夫　他

100人

Ｓ席
会員 8,800円　
同行者 11,800円　
 （13,500円）

6月30日 🅳
11月10日（土）

17:00

公演日・開演時間 会　場 出演者等 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

10月27日（土）18:00

キャッツ・シアター 劇団
四季

30人 S席 
会員 8,286円　
同行者 大人：11,286円　
 こども：  5,940円　
 （大人：11,880円　こども：5,940円）
※ こども料金の適用は10／27（土）、 11／17（土）のみ

7月17日 E
11月3日（土）18:00 30人

11月17日（土）18:00 30人

11月24日（土）18:00 30人

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

7月14日（土）
17:30

新国立劇場
中劇場

［作］
HIRO-PON

［演出・出演］
が～まるちょば

（ケッチ！／HIRO-PON）

20人

S席
会員 2,600円　
同行者 5,100円　
 （6,000円）

6月17日
必着 F

公演日・開演時間 会　場 出演者等 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先
7月21日（土）
10:30/17:00 ［7月］

横浜アリーナ

芦田愛菜
八嶋智人
山崎樹範

※ 機材やステージ・客
席の構造等により、
舞台の一部が見え
にくい場合がござい
ます。

150 全席指定
会員 3,700円　
同行者 大人:6,200円　
 こども:4,700円　
 （大人:6,500円　こども:4,900円）
※ こどもは3歳～小学生 

3歳未満は保護者1名につき1名まで膝上無料。
但し席が必要な場合は有料です

6月18日 G

7月22日（日）
10:30/17:00 150

8月11日（土）
10:30/17:00 ［8月］

さいたま
スーパーアリーナ

150

8月12日（日）
10:30/17:00 150

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

8月 7日（火）11:00

明治座 山内惠介
南野陽子　他 60人

S席
会員 7,100円　
同行者 9,600円　
 （12,000円）

6月25日 H8月11日（土）11:00

8月14日（火）11:00

公演日・開演時間 会　場 出演者 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込締切 申込先

8月18日（土）12:00

明治座

志村けん
ダチョウ倶楽部

（肥後克広・寺門ジモン・上島竜兵）
桑野信義
浅香唯

60人

S席
会員 5,150円　
同行者 7,650円　
 （8,500円）

6月25日 H8月22日（水）17:30

8月25日（土）17:30

公演日・開演時間 会　場 募集人数 料金（一般料金）・席種 申込先

9月9日（日）
11：00 東京宝塚劇場 30人

Ｂ席
会員　　2,000円　
同行者　3,500円　
　　　 （3,500円）

振興会ホームページでの応募となります。
詳しくは、振興会ホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　ユーザー名とパスワードは
　　　　　　　　　　　　表紙をご覧ください。

ミュージカル「マリー・アントワネット」

CATS

が～まるちょば サイレントコメディー JAPAN TOUR 2018

世界一受けたい授業 THE LIVE 恐竜に会える夏！

山内惠介 東京・明治座 初座長公演

志村けん一座 第13回公演 志村魂「一姫二太郎三かぼちゃ」

宝塚花組公演　「ＭＥＳＳＩＡＨ（メサイア）－異聞・天草四郎－」

©世界一受けたい授業THE LIVE 
製作委員会
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芸術鑑賞
　次の各公演をあっせん価格でご案内します。
○お申し込みいただけるのは、会員と同行者です。申込期間や申込方法等をお確かめの上、各団体や施設に直接お申し込みください。
　※会員、同行者共に同一料金です。
○住所が記載してある演目は、はがきでの申し込みになります。詳細は、各申し込み先にお問い合わせください。
○掲載料金の他にチケット送料、チケット発行料等手数料がかかる場合があります。申込時にご確認ください。
○定員になり次第、受付を終了します。

❶教育福祉振興会の会員であること　❷公演名　❸公演日　❹希望人数　❺〒・住所　❻会員氏名　
❼電話番号（日中連絡のとれる電話番号）を記載又は告げてください。　
●公演によっては、年齢により料金が異なるものや大人・小人により料金が異なる演目があります。また、平
日と土曜・日曜・祝日で料金の異なる演目があります。●申込後のキャンセル・変更はできません。●チケット
送料等が加算される場合があります。●既に購入してあるチケットに対してのあっせん販売はできません。

その他

申込共通事項申込共通事項

公 演 日 　　　月　　　日（　） 　　：　　

会　員 人
同行者　（大人） 人
　　　　（こども）　　　　　　歳 人

　計 人

公 演 名

希望人数

開演時間

代表会員
住　　所

代表会員
電話番号

代表会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

備　　考

〒

（携帯・自宅・所属）※いずれかに○。日中連絡の取れる代表会員の電話番号。

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

申込後のキャンセル・変更はできません。
期日までに入金がなかった場合は、振興会から申込者に入金確認の連絡をします。

再任用、非常勤、臨時的任用職員は振興会会員ではありませんので、同行者扱いになります。

　　　　　　　
①公演名　②公演日時　③希望人数（会員○人、同行者○人）　④〒・住所　
⑤氏名・フリガナ（会員全員分）　⑥会員番号（会員全員分）　⑦電話番号（日
中連絡のとれる会員代表者の電話番号）を記載又は告げてください。
※会員全員分の会員氏名、会員番号の記載がない場合は、同行者料金になり
ます。

　　　　　　　
●�公演によっては、年齢により料金が異なるものや大人・こどもにより料金
が異なる演目があります。その場合、年齢の記載や大人・こどもの内訳の
記載がないときは、大人料金（金額が高い方）での取扱いとします。

●�公演によっては、未就学児童の参加ができない場合があります。詳しくは、
各申込先にお問い合わせください。

●�記載事項に漏れがある場合には、申込自体が無効になる場合がありますの
で、漏れの無いように記載してください。

●�申込後のキャンセル・変更はできません。
●�チケット送料等が加算される場合があります。
●�申し込み多数の場合は、抽選により参加者を決定します。
●�既に購入してあるチケットへの補助はつけられません。

※平成２９年６月１日からはがきの郵便料金が６２円になりました。往復は
がきの場合は６２円×２＝１２４円となりますのでご注意ください。

　　　　　　　
※切り取るかコピーをし、はがきに貼ってお使いください。
※住所･電話番号は代表者の方について記入してください。
※会員の氏名･会員番号が書ききれないときは、備考欄に記入してください。
※第 ２希望は、備考欄に記入してください。
※�記入漏れがある場合は、申し込み自体が無効となる場合がありますので、
漏れのないように記入してください。

申込共通事項

その他

申込書の使い方

申　込　先 申　込　方　法

A

神奈川芸術協会
〒220-0011�横浜市西区高島2-10-13-907
神奈川芸術協会「振興会」係
TEL． 045-453-5080

はがきに共通事項を記入し、神奈川芸術協会へ申し込みます。締切後、振り込み用紙が
届きますので、指定期日までにゆうちょ銀行又はコンビニから送金してください。（チ
ケット発送料480円が別途かかります。）入金確認後、チケットが届きます。

B

チケットスペース
〒102-0074�東京都千代田区九段南2-4-4�
三和九段ビル7階�チケットスペース「振興会」係
TEL． 03-3234-9999

往復はがきに共通事項を記入し、チケットスペースへ申し込みます。（返信面には必ず、返信
先の住所、氏名を記入してください。）申し込み後、返信ハガキと「払込票」が届きますので、
期限内にチケット代金を送金してください。入金確認後、チケットが届きます。（定員を超え
た場合には、抽選により参加者を決定します。）（返信はがきにて当選をお知らせします。）

C
（公財）横須賀芸術文化財団
TEL． 046-828-1616（受付時間10:00〜18:00）
（休館日：毎月第二水曜日、年末年始）

横須賀芸術文化財団に電話で、共通事項を告げて申込みます。予約後、「郵便振替払込
書」が届きますので、1週間以内にチケット代金を振込んでください。入金確認後、チ
ケットが届きます。※先着順となります。

D

帝国劇場
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-1-1
帝国劇場　営業促進係　小林立樹宛
TEL． 03-3216-2008

往復はがきに共通事項を記入し、帝国劇場へ申し込みます。（返信面には必ず、返信先
の住所、氏名を記入してください。）申込後、振込先を明記した返信はがきが届きます
ので、指定期日までにチケット代金をお振込ください。（振込手数料はご負担願いま
す。）チケットは当日会場内特設受付にて返信はがきとお引換いたします。（定員を超え
た場合は、抽選により参加者を決定し、返信はがきにて当落を通知いたします。）

E

劇団四季
https://s.shiki.jp/m/
k-kyouiku-genshoku2
劇団四季東京営業部�加藤・関宛
TEL． 03-5776-6730

※お申込み受付開始日は6月18日（月）10時〜です。先着順ではございません。
パソコン・携帯電話で、左記URL・QRコードからアクセスし、お申込みフォームへ入力・送信します。
申込締切後、8月10日までに劇団四季から、観劇日・料金・振込方法のお知らせが届
きますので、指定期日までにチケット代金と送料（400円）を振込んでください（振
込手数料はご負担ください）。入金確認後、観劇日の1週間前までにチケットをお送り
いたします。
※メールでの連絡となります。迷惑メール防止システムを設定されている方は事前に解除をお願いします。
返信メールが届かない場合は左記へご連絡ください。（定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定します。）

F

（株）サンライズプロモーション東京
〒107-0061
東京都港区北青山2-11-3�A-PLACE青山6F
（株）サンライズプロモーション東京�営業部�水田宛
TEL． 03-3403-0155（全日10:00〜18:00）

往復はがきに共通事項を記入し、サンライズプロモーション東京へ申し込みます。（返
信面には必ず、返信先の住所、氏名を記入してください。）申込後、振込先を明記した
返信はがきが届きますので、指定期日までにチケット代金をお振込みください。（振り
込み手数料はご負担願います。）入金確認後、公演の2週間前までにチケットが届きます。
（チケット送料500円が別途かかります。）　※未就学児童入場不可

G
tvkコミュニケーションズ
TEL． 045-663-9955
（平日10:00〜18:00）

tvkコミュニケーションズに電話で、振興会の会員であること及び共通事項を告げて申
し込みます。申込後、チケットが郵便で届きますので、代金引換・着払いでお支払いく
ださい。（チケット送料800円が別途かかります。）

H

明治座
〒103-0007�東京都中央区日本橋浜町2-31-1
明治座�営業部�小松原宛
TEL． 03-3660-3941

往復はがきに共通事項を記入し、明治座へ申し込みます。（返信面には必ず、返信先の
住所、氏名を記入してください。）
申込締切後、返信はがきが届きますので、到着後2週間以内に現金書留でチケット代金
を送金してください。チケットは当日会場内1Fエントランス受付にて返信はがきとお
引換えいたします。
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芸術鑑賞
　次の各公演をあっせん価格でご案内します。
○お申し込みいただけるのは、会員と同行者です。申込期間や申込方法等をお確かめの上、各団体や施設に直接お申し込みください。
　※会員、同行者共に同一料金です。
○住所が記載してある演目は、はがきでの申し込みになります。詳細は、各申し込み先にお問い合わせください。
○掲載料金の他にチケット送料、チケット発行料等手数料がかかる場合があります。申込時にご確認ください。
○定員になり次第、受付を終了します。

❶教育福祉振興会の会員であること　❷公演名　❸公演日　❹希望人数　❺〒・住所　❻会員氏名　
❼電話番号（日中連絡のとれる電話番号）を記載又は告げてください。　
●公演によっては、年齢により料金が異なるものや大人・小人により料金が異なる演目があります。また、平
日と土曜・日曜・祝日で料金の異なる演目があります。●申込後のキャンセル・変更はできません。●チケット
送料等が加算される場合があります。●既に購入してあるチケットに対してのあっせん販売はできません。

その他

申込共通事項申込共通事項

公 演 日 　　　月　　　日（　） 　　：　　

会　員 人
同行者　（大人） 人

（こども）　　　　　　歳 人

　計 人

公 演 名

希望人数

開演時間

代表会員
住　　所

代表会員
電話番号

代表会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

備　　考

〒

（携帯・自宅・所属）※いずれかに○。日中連絡の取れる代表会員の電話番号。

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

同行会員
氏　　名

フリガナ

会員番号

公演日・
開演時間 演目・会場 出演者等 席種・あっせん料金

（一般料金） 申し込み・問い合わせ先

10月25日（木）〜28日（日）
※詳しい公演日程はお問
い合わせください。

「The Mist（ザ・ミスト）」
今年2月に「A�O�SHOW」で、ベトナムから初来日
したルーン・プロダクションが再来日。今回はベトナ
ムの米作を題材にしたダンス作品を上演。
KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉

Lune�Production
(ベトナムの団体)

Ｓ席・一般
4,050円

（4,500円）

（公財）神奈川芸術文化財団
（インターネット申込）

「チケットかながわ」 http://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
　【ID：�kyouiku��パスワード：�kyouiku8325】
(電話申込)

チケットかながわ０５７０－０１５－４１５(10:00〜18:00）
　教育福祉振興会の会員であることを伝える

（窓口申込）
・神奈川県民ホール 10:00～18:00
・神奈川芸術劇場 10:00～18:00
＊�電話及び窓口での申込の際は、教育福祉振興会会員であるこ
とを告げてください。
＊シルバー・学生は対象外です。
●申込期間： 6月30日〜各公演前日まで

8月11日（土）14:00

黄昏
紀伊國屋ホール

作：�アーネスト・トンプソン
演出：�鵜山仁
出演：���八千草薫／朝海ひかる　

松村雄基・若山耀人　　
伊藤裕一／村井國夫

指定席
6,400円

（8,000円）

チケットスペース
(電話申込) ０３－３２３４－９９９９
○申込時に「振興会だより118号を見た」と申し出る。
※申込後、コンビニ専用払込用紙が届くので、期限内に入金。
※ご入金後、チケットが届きます。
※詳細は申込時オペレーターが説明します。
☆�公演の詳細はホームページをご覧ください。�
（http://ints.co.jp)

8月12日（日）14:00

8月18日（土）14:00

8月19日（日）14:00

8月25日（土）14:00

8月26日（日）14:00

� 8� 月22日（水）11:30 Daiwa House PRESENTS
青島広志のバレエ音楽ってステキ！
夏休みスペシャルコンサート2018
なかのZERO大ホール

指揮とお話：�青島広志
助手：�宮尾俊太郎
演奏：�シアター�オーケストラ�トーキョー
バレエ：�Kバレエ�カンパニー

S席
5,280円

（6,600円）
� 8�月22日（水）15:30

� 8� 月23日（木）13:00

� 9� 月� 3�日（月）19:00 日本－スウェーデン外交関係樹立150周年記念
サカリ・オラモ指揮
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー
管弦楽団
特別演奏会
サントリーホール

〈曲目〉
9／3　�ベートーヴェン：�

交響第5番「運命」�
マーラー：�
交響曲第1番「巨人」

9／4　�ノーベル賞組曲�
ベートーヴェン：�
交響曲第9番�
『合唱付』「第九」

S席
14,400円
（18,000円）

� 9�月� 4�日（火）19:00

10月20日（土）13:30

スペイン国立バレエ団
東京文化会館�大ホール

芸術監督：�アントニオ・ナハーロ
出演：�スペイン国立バレエ団
(10/21･22)Aプログラム：�
エリターナ、アレント�他
(10/27･28)Bプログラム：�
ボレロ、セビリア組曲（新バー
ジョン）�他

S席
10,400円

（13,000円）

10月20日（土）17:30

10月21日（日）13:30

10月27日（土）13:30

10月27日（土）17:30

10月28日（日）13:30

� 7� 月20日（金）19:00 DRUM TAO 2018年新作舞台
RHYTHM of TRIBE 〜時空旅行記〜
豊洲PIT　
※�本公演は1ドリンクオーダー制となっておりま
す。別途、入場時にお一人様500円お支払い
いただきます。
※6歳未満のご入場をお断りいたします。

〔構成・演出〕フランコドラオ
〔衣装デザイン〕コシノジュンコ

全席指定
6,800円

（8,500円）

（株）サンライズプロモーション東京
〒107-0061 東京都港区北青山2-11-3 A-PLACE青山6F

（株）サンライズプロモーション東京 営業部 水田宛
【ＴＥＬ．０３－３４０３－０１５５】（全日10：00〜18：00）
往復はがきに共通事項を記入し、サンライズプロモーション東京
へ申し込みます。（返信面には必ず、返信先の住所、氏名を記入
してください。）申込後、振込先を明記した返信はがきが届きます
ので、指定期日までにチケット代金をお振込みください。（振り込
み手数料はご負担願います。）入金確認後、公演の2週間前まで
にチケットが届きます。（チケット送料500円が別途かかります。）

� 7�月22日（日）17:00

10月13日（土）17:00

「おもろい女」
シアタークリエ

藤山直美、渡辺いっけい、
正司花江、田山涼成、山本陽子

全席指定
10,900円

（12,800円）

帝国劇場
〒100-0005 東京都千代田区丸の内３-１-１
帝国劇場　営業促進係　小林立樹宛
ＴＥＬ．�03-3216-2008
往復はがきに共通事項を記入し、帝国劇場へ申し込みます。（返
信面には必ず、返信先の住所、氏名を記入してください。）申込
後、振込先を明記した返信はがきが届きますので、指定期日ま
でにチケット代金をお振込ください。（振込手数料はご負担願い
ます。）チケットは当日会場内特設受付にて返信はがきとお引換
いたします。（定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定し、
返信はがきにて当落を通知いたします。）
●申込締切： 7月13日（金）

10月27日（土）17:00

� 8� 月25日（土）15:00
牧阿佐美バレヱ団「飛鳥 ASUKA」
新国立劇場オペラパレス

スヴェトラーナ・ルンキナ（カナ
ダ国立バレエ団）、ルスラン・ス
クヴォルツォフ（ボリショイバレ
エ団）他牧阿佐美バレヱ団

S席
13,000円

（14,000円）

牧阿佐美バレヱ団
メール： t.a.m.ba@triton.ocn.ne.jp
【ＴＥＬ．０３－３３６０－８２５１】
上記のメール宛に、件名「神奈川県芸術鑑賞」・本文に共通事項
を記入し、申込みます。申込後、座席・金額・振込先をお知らせし
ますので、指定期日までにチケット代金をお振込みください。振
込み確認後、チケットを郵送します。

� 8�月26日（日）15:00
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⑫内野指定席SS
⑮内野指定席 FB
⑰内野指定席B

対象席種
☆２（フタツボシ） ☆１（ヒトツボシ）

一般料金

5,300円

3,800円

3,300円

会員価格

4,300円

2,800円

2,300円

一般料金

5,000円

3,500円

3,000円

会員価格

4,000円

2,500円

2,000円

6/26(火)～28(木)阪神戦

7/9(月)～11(水)中日戦

7/17(火)ヤクルト戦

8/28(火)～30(木)中日戦

☆2

☆1

☆2

☆2

フレックスプライス
料金パターン

4月27日(金)
11:00～

5月25日(金)
11:00～

6月22日(金)
11:00～

発売日対象試合

プロ野球観戦会プロ野球観戦会
©YOKOHAMA DeNA BAYSTARS

振興会だより第117号（3月9日発行）に掲載しましたプロ野球観戦会シーズンシートはご好評につき現在も会
員の皆様に多数のご応募いただいておりますが、どの試合も当選倍率が高くなっていることから、今回、皆様にプ
ロ野球の観戦機会をより多く提供させていただくために、シーズンシートほどの割引はありませんが、横浜スタジ
アムで行われるプロ野球公式戦の観戦チケットを会員価格にて購入できる横浜DeNAベイスターズのチケット優待
販売サイトをご案内いたします。
　一般料金より安価で購入できますので是非ご利用ください。

◎購入方法
パソコン・スマートフォンから下記の横浜ＤｅＮＡベイスターズのチケット優待販売サイトにアクセスし、「（一財）

神奈川県教育福祉振興会」を選択のうえ購入してください。

優待サイトURL：
http://pia.jp/a/baystars/

※現職会員のみ会員料金で購入できます。

◎料　金
※フレックスプライス制の導入に伴い、2018年シーズンから試合日程によってチケット料金が変動します。
　各試合の料金パターンについては、下記チケット販売日をご覧ください。
※優待価格は、☆２および☆１の各試合の一般料金から1,000円引きとなります。

【支払方法】
クレジットカードまたはセブン-イレブン支払を選択できます。
（セブン-イレブン支払の場合、１件216円(税込)の決済手数料が必要です。）

【支払受付期間】
クレジットカード支払の場合、試合前日23:59まで
セブン-イレブン支払の場合、試合日２日前まで

【注意事項】
　※１枚につき108円(税込)の発券手数料が必要になります。
　※１枚につき154円(税込)のシステム利用料が必要になります。
　※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。
　※チケット等紛失の場合の再発行はいたしません。
　※雨天等で試合中止の場合、購入店舗にて２週間以内に払い戻しをうけてください。

なお、天候等による試合開催の有無については、横浜ＤｅＮＡベイスターズのホームページをご覧ください。

◎チケット発売日
　一般発売から約２週間後に販売開始となります。
　そのため、対象試合であっても売切れにより、購入できない場合があります。

◎お問い合わせ先
ＤｅＮＡベイスターズチケットインフォメーション
フリーダイヤル　0120-35-4580（営業時間：休日を除く月～金10:00 ～ 18:00）

〈観戦チケット割引のご案内〉

公演日・
開演時間 演目・会場 出演者等 席種・あっせん料金

（一般料金） 申し込み・問い合わせ先

� 8� 月� 4�日（土）14:00
結成30周年 社会風刺コント集団 
ザ・ニュースペーパーLIVE２０１８
相模女子大学グリーンホール�大ホール

ザ・ニュースペーパー
全席指定
4,320円

（4,800円） Ro-Onチケット
(電話申込) ０４７－３６５－９９６０
（受付）
平日１０：００〜１８：００（土曜日は14：00まで）日曜・祝日は定休
☆�支払い方法郵送での代金引換着払い〈送料別途〉400円が
かかります。
☆申込時に『振興会だより１１８号を見た』と申し出る。
＊申込後のキャンセルや変更、紛失による再発行はできません。
＊会場内での飲食、写真撮影、録音、録画等は禁じられています。
＊車いす席をご希望の方は、申込時に申し出てください。
＊未就学児童の入場はできません。

� 8�月� 5�日（日）17:00 ANRI LIVE 2018 —Precious Memories—
神奈川県民ホール　大ホール ANRI（杏里)

全席指定
5,580円

（6,200円）

� 9�月� 8�日（土）16:00 八神純子Live キミの街へ 〜Anniversary Year
相模原市民会館　ホール 八神純子

全席指定
5,400円

（6,000円）

� 9�月15日（土）17:30 布施明 LIVE２０１８–２０１９ " WALK "
相模女子大学グリーンホール　大ホール

布施明
全席指定�S席
6,120円

（6,800円）� 9�月29日（土）17:30 布施明 LIVE２０１８–２０１９ " WALK "
よこすか芸術劇場

� 9�月15日（土）14:00
西本智実指揮 ロシア国立交響楽団

《スヴェトラーノフ・オーケストラ》
横浜みなとみらいホール

西本智実（指揮）
リリヤ・ジルベルシュタイン（ピアノ）
ロシア国立交響楽団

Ｓ席
10,800円

（12,000円）

（有）神奈川芸術協会
(電話申込)０４５－４５３－５０８０
平日：１０：００〜１８：００（土曜日は１５：００まで）日・祝は定休
＊教育福祉振興会会員であることを告げてください。

� 8�月11日（土）16:30
NARUTO
新橋演舞場 坂東巳之助、中村隼人　他

1等席
12,000円

（14,500円）

新橋演舞場
「NARUTO」  〈電話受付〉〈インターネット申込〉

 受付期間：6／18（月）10：00～6／22（金）18：00
特電番号：0570-08-9944 

（各日10：00～18：00 オペレーター対応） 
短縮URL：http://www.cnplayguide.com/kyo-fukushi/

【引取店舗】 全国のセブンイレブン、ファミリーマート（各種手
数料として1枚につき別途324円必要となります。）引取番号
13ケタ　期日までに各店舗にてお引き取り下さい。お席の場
所はお選び頂けません。予約完了後の変更、取消はできません。

「オセロー」 〈インターネット申込〉
http://www1.ticket-web-shochiku.com/grp/
グループＩＤ： 131035　公演番号： 023491

●受付期間： 7月1日（日）10：00〜7月18日（水）17：00

� 8� 月17日（金）11:00

� 9� 月� 2�日（日）11:00

オセロー
新橋演舞場 中村芝翫、檀れい　他

1等席
8,900円

（12,500円）
� 9�月� 4�日（火）11:00

� 9� 月� 8�日（土）16:00


