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前期繰越収支差額
2.92％

運用収入
4.35％

福利事業収入
3.80％
住宅貸付利息収入
0.68％

広告事業収入
0.14％

雑収入・負担金収入
0.10％

配当金収入
0.05％

管理費
0.56％

収益事業
0.75％

住宅貸付金戻り収入
10.20％

次期繰越収支差額
0.52％ 現職対象事業

12.65％
公益事業
0.48％

医療互助事業
21.67％

継続厚生事業
0.52％

積立年金事業
22.76％

投資活動収入
42.16％

継続互助事業収入
16.11％

積立年金事業収入
18.92％

手数料収入
0.56％

投資活動
支出
40.09％

収入の部

支出の部

　令和元年６月25日に開催された第17回評議員会において「平成30年度事業報告及び収支決算」が承認されました。

科　目 30年度決算額
運用収入 158,762,577
福利事業収入 138,747,255
住宅貸付利息収入 24,968,940
継続互助事業収入 587,334,579
積立年金事業収入 689,985,530
手数料収入 20,328,654
配当金収入 1,963,084
広告事業収入 5,242,112
雑収入・負担金収入 3,499,505
住宅貸付金戻り収入 371,974,950
投資活動収入 1,537,326,009
前期繰越収支差額 106,582,811
当期収入合計 3,540,133,195
収入合計 3,646,716,006

◦収入の部
（1）決算の概要

（2）事業実績の概要

（単位：円）

科　目 30年度決算額
公益事業 17,486,848
現職対象事業 461,361,717
医療互助事業 790,144,854
継続厚生事業 18,827,683
積立年金事業 830,081,713
収益事業 27,330,588
投資活動支出 1,461,991,537
管理費 20,437,856
次期繰越収支差額 19,053,210
当期支出合計 3,627,662,796

◦支出の部 （単位：円）

継続会員の皆様を対象に事業を行いましたので、その概要をご報告いたします。

※平成30年度事業報告及び決算は振興会のホームページでご覧いただけます。

継続厚生事業 医療互助事業積立年金事業
会員数

区分 人数
医療互助会員 9,388 人
福祉年金会員 0 人

（重複加入者） (0 人 )
生涯福利会員 470 人
合　計 9,858 人

加入状況
区分 人数

新規加入者 438 人
脱退者 105 人
加入者総数 9,388 人

加入状況
区分 人数

新規加入者 185 人
満期退会者 223 人
加入者総数 826 人

評議員

小沼　　徹 政金　正裕
島﨑　直人 桺井　健一
小嶋　豊綱 石塚　裕之
鈴木　　豊 安良岡靖史

役職 役員氏名 役職 役員氏名

理事長 鈴木　教之 常務理事 大桒　好信
理事 田部恵美子 理事 木村　徳泰
監事 御園井英人 監事 大関　美樹

各種給付状況
区分 件数 金額

年金給付金 3,530 件 89,902,992 円

各種給付状況
区分 件数 金額

療養補助金 82,559 件 331,690,400 円
長寿祝金 795 件 3,001,000 円
脱退一時金 21 件 845,000 円
遺族一時金 60 件 1,780,000 円
入院見舞金 38 件 380,000 円
健康祝金 27 件 1,890,000 円
人間ドック 783 件 7,801,938 円

◆ 平成30年度 決算収
支
決
算

◆ 一般財団法人神奈川県教育福祉振興会 評議員・役員名簿 （2019年6月25日現在）
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日　　時　１１月２３日（土・祝）　
	 開演１４時　　終演（予定）１５時３０分
場　　所	 伊勢原市民文化会館　大ホール（伊勢原市田中３４８番地）

徒歩：小田急線伊勢原駅から１３分
バス：伊勢原駅南口4番線から「東海大学病院行き」

バスに乗車、「行政センター前」で下車、徒歩３分
	 伊勢原駅北口3番線から「日向薬師行き」または

「七沢行き」バスに乗車、「行政センター前」で下
車、徒歩３分

	 伊勢原駅北口２番線から「愛甲石田駅行き」バス
に乗車、「伊勢原市役所北口」で下車、徒歩３分

対 象 者	 神奈川県内在学・在住の小・中学生とその保護者
募集人数	 ７００人　※申込者多数の場合は、抽選により決定します。
参 加 費	 無　料
申込方法	 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、振興会へお申し込みください。
　　　　　※往復はがきの返信面には返信先住所・宛先を必ず記入してください。
　　　　　※往復はがきの切手代 62円× 2＝ 124円をご確認ください。
　　　　　　なお、消費税の増税により切手代が値上げとなる場合がありますのでご注意ください。
申 込 先　〒２３１－８３２５（個別郵便番号のため、住所記載は不要です。）
　　　　　（一財）神奈川県教育福祉振興会
　　　　　サイエンスショー係
申込締切　１０月１8 日（金）必着
共　　催　一般財団法人神奈川県教育会館
　　　　　伊勢原市教育委員会
※「サイエンスショー」は、会員以外の方もお申し
　	込みいただけます。
※	写真はイメージです。当日の実験内容とは異なる
　	場合があります。

サイエンスプロデューサー米村でんじろう氏による
　不思議と思う気持ちを大切に！！TVでもおなじみの米村でん
じろう先生とサイエンスプロダクションの方々が科学実験を見る
だけで終わらせず、全員で体験できる実験をショー形式で行いま
す。参加された皆様には、サイエンスグッズをプレゼント！

キリトリ線

（個人情報の取り扱い）
申込書に記載された個人情報については、募集業務以外には、使用い
たしません。

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。
※代表者住所あてに返信はがきを送付します。
※電話番号は、日中連絡の取れる番号を記入してください。
※小学生及び中学生は、該当に○を付け、学年を記入して

ください。
※高校生以上は保護者に○を付けてください。
※記入漏れがあると申し込み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。複数申し込んでも当選

確率は上がりません。

代表者
住　　所

〒

電話番号 TEL　　　（　　　）

参加希望者
氏名等

（代表者）　　　　   
（小 ･ 中　　年 / 保護者）　

                           
（小 ･ 中　　年 / 保護者）　

                           
（小 ･ 中　　年 / 保護者）　

                           
（小 ･ 中　　年 / 保護者）　

                           
（小 ･ 中　　年 / 保護者）　

通信欄

◆ サイエンスショー 県 内 在 住 在 学 者 対 象 公
　
益

※車イス席をご希望の方は通信欄にその旨を記載してください。



ご
注
意

療養補助金の給付内容は加入の時期によって異なります。
　旧制度：加入日が平成27年３月31日までの方
　新制度：加入日が平成27年４月１日以降の方
ご自身の加入時期をご確認の上、該当する記事をお読みください。

対象者 の70歳未満旧制度

　2019年5月から元号が“令和”に変わりました。2019年5月受診分からは、これまでお使いの医療
互助療養補助金請求書の“平成”を消して、新しい元号に書き直してお使いいただきますようご協力
をお願いいたします。

　また、医療互助療養補助金請求書の送付は終了しましたので、請求書をコピーしてお使いいただき
ますようお願いいたします。（コピーは表面だけでかまいません。）請求書の原本が必要な方はお送り
しますので、振興会までご連絡ください。
　会員の皆様には、なにとぞご理解をお願いいたします。

◇高額療養費は同じ世帯の人と合算して対象になる場合もあります。高額療養費の対象になった場合は、必ず
給付額のわかる通知書（コピー）をご提出ください。

★ 2019 年度の人間ドック補助申込み結果について
　		2019年度の人間ドック補助申込み（5/10締切）は、応募多数により抽選となりました。
　		お申込みの方には、抽選結果などを5月24日付けで発送いたしましたのでご確認ください。
　		なお、キャンセル待ちはございませんのでご了承ください。
★ 新規加入者の人間ドックの補助申込みについて
　		新規加入者の方（2019年度加入者で、療養補助金の給付開始月が退職日翌日からの方）には、会員証
		等送付時に「人間ドック補助申込書」を同封しています。
　		ご希望の方は、期日までにお申込みください。

請求書を提出する前に、ご自身の自己負担限度額や独自の付加給付を確認してください！

★ 医療互助療養補助金請求書について

★ 高額療養費・付加給付の対象になっていませんか

受診年月 平成　　　年　　　月分
令和

※西暦でも和暦でもどちらでもかまいません。
※訂正印は必要ありません。

対象者 及びの70歳未満旧制度 新制度

お
知
ら
せ

◆ 2019 年度人間ドック補助について 医 療 互 助 会 員

 限度額適用認定証を取得された場合は、
 そのコピーを振興会にご提出ください。

公立学校共済組合のよう
に独自の付加給付制度（独
自給付基準額：25,000 円）
がある場合は、基準額を
超えているため、給付額
のわかる通知書（コピー）
を必ず添付してください。自己負担限度額の 35,400 円を超えているため、ご加入の

健康保険組合※で高額療養費の支給手続きをしていただき、
給付額のわかる通知書（コピー）と一緒にご提出ください。

※健康保険組合：共済組合・国民健康保険、協会けんぽなども含まれます。

適用区分 高額療養費自己負担限度額
ア 　　252,600 円以上
イ 　　167,400 円以上
ウ 　　80,100 円以上
エ 　　57,600 円
オ 　　35,400 円

領収証 

￥４２，０００ 

（健康保険分） 

振興病院 ○印  

4

お
知
ら
せ

◆ 医療互助会員の皆さまへ 医 療 互 助 会 員
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講
座

講　　師　宮川　重信　氏
日　　時　１０月１１日（金）	午前10時～15時30分予定
集　　合　ＪＲ「小田原」駅　改札口前
対 象 者　会員と配偶者　※配偶者のみの参加はお受けできません。
募集人数　４０人　※申込者多数のときは、抽選により決定します。
参 加 費　小田原城天守閣　　　　　　５００円　　４００円（３０人以上団体料金）
　　　　　小田原文学館（白秋童謡館）２５０円　　１８０円（２０人以上団体料金）
申込方法　往復はがきの往信面に次の事項を記載し ､お申し込みください。
　　　　　※往復はがきの切手代６２円×２＝１２４円をご確認ください。

　　　　　※障がい者手帳、小田原市が発行する「福寿カード」をお持ちの方は記載してください。
　　　　　※往復はがきの返信面には、住所・代表者氏名を忘れずに明記してください。
　　　　　※往信面に必ず「ふるさと散歩係」と明記してください。
　　　　　※振興会の郵便番号・住所は、ふれあいの表紙をご覧ください。
申込締切　８月16日（金）必着
　　　　　参加決定のお知らせは、9月13日（金）までに通知します。
そ の 他　昼食は、各自持参してください。※出発時刻までにご準備ください。
　　　　　当日は、歩きやすい靴・服装でご参加ください。
コ ー ス

JR 小田原駅改札口前（集合・出発）－	北条氏政 ･氏照の墓所	－	小田原城、城内、天守閣	－	尊徳二
宮神社	－	時の鐘	－	松原神社	－	清水金衛門本陣跡（明治天皇小田原行在所）	－	小田原宿なりわい交
流館	－（昼食）－	徳常院	－	西海子小路	－	小田原文学館（白秋童謡館）	－	大久寺	－	玉伝寺	－	伝
肇寺（みみづく寺）	－	居神神社	－	大久保神社	－	城山公園	－	小田原駅西口解散

昨年度のふるさと散歩

小田原、城と城下町を訪ねる
　北条氏の居城となってから、小田原城は、幾多の変遷を経ながら、優
美な姿を残しています。この城で、先人の遺業の跡を偲び、また、城下
を通る旧東海道を歩き、江戸の宿場町小田原を垣間みながら、同時に近
現代、北原白秋はじめ、小田原ゆかりの文人たちを文学館等で身近に感
じたいと思います。

詳細については１２月２日発行予定の
「ふれあい第１２８号」でご案内します。
講 師
日 時
コ ー ス
対 象 者
募 集 人 数
参 加 費

東京シティガイドクラブ
令和２年１月
フィールドワーク（東京都内を予定）
会員及び配偶者
40 人
無料

＊５～６ｋｍほど歩きます。
＊小雨決行（天候等によってコースや見学先が変更になる場合があります。）

１　当日連絡先（携帯番号等）
２　郵便番号／住所
３　氏名（参加希望者全員分）
４　会員番号（会員全員分）
５　参加申込人数

郵便往復はがき

＊記入面にご注意ください。

ふるさと散歩
1 携帯番号等
2 〒／住所
3 氏 名
　＊参加者全員
4 会員番号
　＊会員全員
5 申込人数計

返
信
先
住
所

申
込
代
表
者
氏
名
　
様

返信

62

（往信 ウラ）（返信面）

◆ ふるさと散歩 （小田原）

◆ ふるさと散歩 （第 2 回　予告）

会 員 と 配 偶 者

会 員 と 配 偶 者

●営業時間等は各施設でご確認ください。
　http://www.manyo.co.jp
●補助券一枚で継続会員 1名の利用です。
●会員番号と会員氏名を必ず記入してください。記入がないと無効になります。
●他の券との併用はできません。
●現金との引き換えはできません。
●深夜 3時以降は、別途、深夜料金がかかります。
●入館料のみ割引となります。館内施設の利用料金は別途負担となります。
●オムツのとれていない乳幼児の大浴場利用はできません。

コピー不可

キリトリ線
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講　　 師 横浜シティガイド協会員
日　　 時 12月4日（水）　13時30分～ 16時00分　予定
集　　 合 みなとみらい線「元町・中華街駅」元町口	

13時30分	集合（厳守）
対 象 者 会員とその配偶者　＊配偶者のみの参加はお受けできません。
募 集 人 数 40人（参加費無料）		＊申込多数のときは、抽選により決定します。
申 込 方 法 往復はがきに次の事項を記載し、振興会「歴史講座Ⅱ（横浜）」係までお申し込

みください。
※往復はがきの切手代　62円 ×2＝124円 をご確認ください。

①	当日連絡先（携帯番号等）
②	郵便番号／住所
③ 氏名（参加希望者全員分）
④	会員番号（会員全員分）
⑤	参加申込人数

※往復はがきの返信面には、返信先住所・代表者氏名を忘れずに明記してください。
※連絡先には、当日連絡のとれる電話番号（携帯番号など）をご記入ください。
※振興会の郵便番号・住所は、ふれあいの表紙をご覧ください。

申 込 締 切 9月10日（火）必着
※参加決定のお知らせは、「申込代表者」様に返信はがきで通知します（9月25日頃）。

そ の 他 グループ単位で行動しますので、時間厳守をお願いします。
当日は、歩きやすい靴、軽装でご参加ください。（＊傾斜のあるルートを歩きます。）
小雨決行です。＊当日の天候等によりコースや見学先が変更となる場合があります。

教
養
講
座

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
施
設

歴史講座Ⅱ（横浜）
　例年山手西洋館で開催されている「世界のクリスマス」の時期に合わせ、
クリスマスムード漂う横浜山手の住宅・文京地区と異国情緒あふれる元町・
中華街地区を散策します。
　毎年、会員の方から多数の申込みをいただいている人気コースです。参
加費は無料です。

歴史講座Ⅱ(横浜 )
①携帯番号等
②〒／住所
③氏名
　※参加者全員
④会員番号
　※会員全員
⑤申込人数計

返
信
先
住
所

62

郵便往復はがき

返信

申
込
代
表
者
氏
名 

様

→（
返
信
面
）

←（
往
信
面
）

会 員 と 配 偶 者

※利用補助券は、継続会員一人につき年間３枚まで利用できます。
※夫婦で継続会員の方で利用補助券を希望の方は、振興会までご

連絡ください。
※利用補助券は、一日に会員一人１枚利用可能です。同日に複数

枚の利用補助券を使用した場合、差額を振興会から請求します。
※補助券には、必ず会員番号及び会員氏名を記載してください。

記載のないものは無効となります。
　利用料金や利用時間等、詳しくは、2019年度版振興会ハンド
ブック37頁をご覧ください。

1
横浜みなとみらい万葉倶楽部

（横浜みなとみらい館）
電話
0570-07-4126

2
東京・湯河原万葉の湯

（町田館）
電話
042-788-4126

3
小田原お堀端万葉の湯

（小田原館）
電話
0465-23-1126

4
はだの・湯河原温泉万葉の湯

（はだの館）
電話
0463-85-4126

5
沼津・湯河原温泉万葉の湯

（沼津館）
電話
055-927-4126

　日帰り温泉施設万葉倶楽部のうち次の 5
施設が利用できます。
　会員は、ふれあいに掲載されている利用
補助券を使って利用料金から５００円引き
で、同行者は振興会ハンドブック（３８頁）
に掲載されている利用割引券を使って利用
料金で利用できます。
　必ず、振興会会員証と利用券（補助又は
割引）を持参してください。

万葉倶楽部（万葉の湯）5館共通補助券　　
（教育福祉振興会会員本人限定）

神奈川県教育福祉振興会

コピー不可

継続会員番号

利用日 　　　　　　月　　　　　 日
利用施設

（利用施設に○をつける）

会員本人氏名

横浜館　 小田原館　 はだの館　 沼津館　 町田館

●利用については、裏面をよくお読みください。
　【有効期限】2020年3月31日まで

補助額
500円

◆ 施設のご案内【万葉倶楽部】日帰り温泉施設 会員（補助）とその家族

キリトリ線

みなとみらい「元町・中華街
駅」元町口13：30集合・出発

➡
アメリカ山公園
➡

外国人墓地
➡

山手本通り
➡

ベーリックホール（世界のクリスマス）
➡

北方小学校（キリンビール発祥地）
➡

妙香寺（君が代演奏発祥地）
➡

山手公園
➡

イタリア山庭園16：00頃
解散予定

コ ー ス

昨年の歴史講座

＊各施設の展示内容や混雑状況な
どにより見学コースや見学順が変
更となる場合があります。

6



歌舞伎座（東銀座駅）
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。
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。
※往復はがきの切手代６２円×２＝１２４円をご確認ください。
　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、特定記録で郵送します。
　　① 公演日・時間（第一希望、第二希望）
　　② 希望人数（会員○人、同行者○人）
　　③ 会員代表者の〒・住所
　　④ 会員全員分の氏名（フリガナ）
　　⑤ 会員全員分の会員番号
　　⑥ 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。

〒 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
7月 29日（月）必着 （消印有効ではありません。）

会 場
対 象 者

申込方法

申 込 先

申込締切

公演日・開演時間 募集人数 席種・料金（一般料金）
8月19日（月）　11:00

１００人
各日20人

一等
会　員　12,500 円
同行者　13,500 円
　　	　（15,000 円）

8月21日（水）　18:30
8月22日（木）　15:00
8月23日（金）　15:00
8月27日（火）　11:00

※公演時間は予定です。正式な時間は、チケットを確認してください。

コピーしてお使いください。

公	演	名 八月納涼歌舞伎

第一希望 　　　月　　　日　（　　）

第二希望 　　　月　　　日　（　　）

希望人数
会　員　　　　　　　　人
同行者　　　　　　　　人
　　計　　　　　　　　人

代表会員
の住所

〒

電話番号 　　　　ー　　　　ー

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

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。今回は、八月納涼歌舞伎で
のご案内になります。皆さまの応募をお待ちしています。

八月納涼歌舞伎
【出演者】（予定）
坂東玉三郎、中村扇雀、松本幸四郎、
市川猿之助、中村七之助、市川中車  他
※出演者は、演目によって異なりますので、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

申込書の使い方
※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。	
※会員番号は次のとおりです。
　医療互助会員は７桁の数字
　福祉年金会員は８桁の数字
　生涯福利会員は6桁（F＋5桁の数字）
※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。

キリトリ線

芸
術
・
文
化
活
動

◆ 芸術鑑賞 ( 歌舞伎） 会 員（ 補 助 ）と そ の 同 行 者

	 坂東玉三郎	 中村扇雀	 松本幸四郎	 市川猿之助	 中村七之助	 市川中車	
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次の各公演の鑑賞券に、振興会会員のみ同行者料金から1,000円の補助をします。

●お申込いただけるのは、会員と同行者です。申込期間や申込方法等（9頁）をお確かめの上、各団体や施設にお申し込みください。
　※会員と同行者では料金が異なりますのでご注意ください。
●本号に掲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、ご確認くだ
さい。ホームページのアクセス方法は、「ふれあい」の表紙をご覧ください。

千住真理子（ヴァイオリン）＆横山幸雄（ピアノ）デュオ・リサイタル  クロイツェル
公演日時 会　　場 曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

8月29日（木）
14：00開演

横浜みなとみらい
ホール

J.S.バッハ：
主よ、人の望みの喜びよ
ベートーヴェン：
ソナタ第9番「クロイツェル」他

30人
全席指定
会　員　3,080円
同行者　4,080円

（一　般　4,800円）

8月2日
（金） A

第 14 回「徹子の部屋」コンサート
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

11月27日（水）
18：00開演

東京国際フォーラム
ホールA

司会：黒柳徹子
出演者：サーカスFamily/純烈/南こ
うせつ/南佳孝＆杉山清貴　他（五十
音順）　※未就学児童入場不可

10人
全席指定
会　員　10,400円
同行者　12,000円

（一　般　12,000円）

8月31日
（土） C

野村萬斎　狂言の夕べ　〈演目〉佐渡狐（さどぎつね）/ 棒縛（ぼうしばり）
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

10月9日（水）
18：30開演

ハーモニー
ホール座間　
大ホール

野村萬斎：600年息づく和楽の世界
東京オリンピックの演出をしている野村萬斎の狂
言が座間で開催。分かりやすい野村萬斎の解説付
きで、はじめての方でも存分にお楽しみいただけ
ます。※未就学児の入場はご遠慮ください。

20人
全席指定
会　員　3,950円
同行者　4,950円

（一　般　5,500円）

9月１７日
（火）
先着順

H

『組曲虐殺』
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

10月7日（月）13：30開演 天王洲
銀河劇場

井上芳雄、上白石萌音、
神野三鈴、土屋佑壱、
山本龍二、高畑淳子

40人
A席
会　員　4,600円
同行者　5,600円

（一　般　7,000円）

8月30日
（金） E

10月10日（木）13：30開演

日本初演 50 周年記念公演　ミュージカル「ラ ･マンチャの男」
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

10月17日（木）13：00開演
帝国劇場

松本白鸚、
瀬奈じゅん、駒田	一、
上條恒彦　ほか

40人
S席
会　員　11,000円
同行者　12,000円

（一　般　13,500円）

8月2日
（金） F

10月23日（水）13：00開演

佐藤しのぶ（ソプラノ）のクリスマス＆オペラ　東京交響楽団クリスマスコンサート2019
公演日時 会　　場 出演者/曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

12月25日（水）
14：00開演

横浜みなとみらい
ホール

現田茂夫（指揮）
チャイコフスキー：バレエ音楽
「白鳥の湖」より　ビゼー：歌劇
「カルメン」より

30人
Ｓ席
会　員　4,850円
同行者　5,850円

（一　般　6,500円）

8月9日
（金） A

及川浩治ピアノ・リサイタル　不滅のベートーヴェン
公演日時 会　　場 曲目 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

11月3日（日・祝）
14：00開演 サントリーホール

ベートーヴェン：
「悲愴」「月光」「ワルトシュタイン」
「エリーゼのために」「テンペスト」「熱情」

20人
S席
会　員　3,000円
同行者　4,000円

（一　般　5,000円）

9月2日
（月） B

野口五郎　GORO NOGUCHI CONCERT TOUR 2019　Song For You　～歌達を貴方へ～
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

11月30日（土）
17：00開演 神奈川県民ホール

野口五郎

※未就学児童入場不可
20人

全席指定
会　員　5,000円
同行者　6,000円

（一　般　6,800円）

8月9日
（金） D

ふるあめりかに袖はぬらさじ
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

11月16日（土）		12：00開演
明治座

大地真央　　　　　　　　　　
矢崎広　中島亜梨紗　未沙のえる　
久保田磨希	温水洋一　佐藤B作　他

30人
S席
会　員　		9,400円
同行者　10,400円

（一　般　13,000円）

8月16日
（金） G11月20日（水）		17：00開演

11月27日（水）		12：00開演

芸術鑑賞（補助） 会員とその同行者
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【申込共通事項】
①公演名　②公演日　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。
【その他】
●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。その場合、年齢の記載や大人・小
人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。
※振興会では申込みの受付けをしておりません。申込先、申込方法をご確認ください。

申込先 申込方法

A
はがき

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
往復

はがき

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
往復

はがき

（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
サンライズプロモーション東京　営業部　清棲宛
【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。）申込締切後、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1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。）

D
往復

はがき

株式会社　ＫＭミュージック
〒231-0006横浜市中区南仲通3-35-4F

KMミュージック　「野口五郎	127号係」または「小椋佳	127号係」
【TEL：045-201-9999】

往復ハガキに共通事項を記入し、ＫＭミュージックに申し込みます。（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、振込先を明記した
返信ハガキをお届けいたしますので、振込期限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）チケットは公演の約１ヶ月前にお届けいた
します。（チケット送料別途600円かかります。）

E
メール

ホリプロ
E-mail:ticketcenter@horipro.co.jp

【TEL.03-3490-4949】
（平日10：00～ 18：00土曜10：00～ 13：00、日祝休み）

E-mailに件名「組曲虐殺申込み」本文に共通事項とE-mailアドレスを入力し、ホリプロ
へ申し込みます。当選者にはE-mailで１３ケタの番号が届きますので、お近くのセブン
イレブンで１週間以内に料金を支払い、チケットを受け取ってください。
（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。）
☆定員を超えた場合は、抽選により参加者を決定し、当落選の通知をお送りします。

F
メール・

往復
はがき

帝国劇場
E-mail:ta3115640@gmail.com

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

E-mailに共通事項を記入し、左記アドレスよりお申込みください。往復はがきの
場合は左記住所へ郵送してください。申込締切後、振込先を明記した返信メール・
はがきを送付いたしますので、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。）チケットは鑑賞日に劇場内特設受付にてお引換
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、当落選を通知い
たします。）（メールでお申込みされる場合は、迷惑メール防止システムの設定を
事前に解除をお願いします。）

G
往復

はがき

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　上野宛	
【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。

H
電話

Ro-Onチケット
【TEL.047-365-9960】

（平日10：00～ 18：00）土曜は14：00まで
日曜・祝日は定休

Ro-Onチケットに電話で、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400円が別途かかります。）　※先着順となります。

文京シビックホール 20 周年記念公演　中村勘九郎　中村七之助　錦秋特別公演　2019
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

10月15日（火）12：00開演
文京
シビック
ホール
大ホール

演目：一、芸談　出演：中村勘九
郎　中村七之助　二、艶紅曙接
拙（いろもみじつぎのふつつ
か）紅（べに）翫（かん）　出演：
門弟一同　三、三ツ面子守（み
つめんこもり）　出演：中村鶴
松　四、松廼羽衣（まつのはご
ろも）　出演：伯竜　中村勘九
郎、天女　中村七之助
※上演時間約2時間15分予定

20人

S席（全席指定）
会　員　7,300円
同行者　9,000円

（一　般　9,000円）

※未就学児童入場不可

8月31日
（土） C

10月15日（火）16：00開演

小椋佳「歌談の会」
公演日時 会　　場 出演者等 募集人数 席種・料金（一般料金） 申込締切 申込先

12月4日（水）
16：30開演 神奈川県民ホール

小椋佳

※未就学児童入場不可
20人

全席指定
会　員　4,000円
同行者　5,000円

（一　般　6,200円）

8月9日
（金） D
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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。

【申込共通事項】
①教育福祉振興会の会員であること　②公演名　③公演日　④希望人数　⑤〒・住所　⑥会員氏名　⑦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。

【その他】
●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。
●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。
●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。

芸術鑑賞（あっせん） 会員とその同行者

演目名、出演者等 公演日時 会場 席種・料金（一般料金） 申込先

ディズニー・オン・アイス
 LIVE YOUR DREAMS　横浜公演

8月15日(木)　10:30/14:30/18:30
8月16日(金)　10:30/14:30
8月17日(土)　10:30/14:30/18:30
8月18日(日)　10:30/14:30/18:30
8月19日(月)　10:30/14:30

横浜アリーナ

S席
契約料金 大人:5,000円
　　　    子供:3,900円

（一般  　 大人:6,300円
　　　    子供:5,200円） 

ア

太鼓芸能集団　鼓童ワン・アース・ツアー 2019「道」
出演：鼓童 9月14日(土)　14:00 飯能市市民会館

大ホール
全席指定
契約料金　　5,500円

（一般　　　  6,000円） ア
きかんしゃトーマス　ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの 10月14日(月・祝)　12:00/14:30 秦野市文化会館

大ホール
全席指定
契約料金　　2,300円

（一般　　　  2,800円） ア

八月新派公演　山村美紗サスペンス
京都都大路　謎の花くらべ
波乃久里子、喜多村緑郎、河合雪之丞　他

8月4日(日)　  11:30
8月7日(水)  　11:30
8月10日(土)　16:30
8月16日(金)　16:30
8月17日(土)　11:30

新橋演舞場
1等席
契約料金　　7,900円

（一般　　　12,000円） イ

ブラックｏｒホワイト？
ー　あなたの上司、訴えます！ー
佐藤アツヒロ、内博貴、真琴つばさ　他

8月22日(木)　12:00
8月23日(金)　12:00/18:00
8月24日(土)　12:00/17:00

新橋演舞場
S席
契約料金　　8,000円

（一般　　　10,000円） イ
ミュージカル「ビッグ・フィッシュ」
川平慈英、浦井健治、霧矢大夢、夢咲ねね　ほか

11月5日(火) 　13:00
11月7日(木) 　13:00 シアタークリエ

全席指定
契約料金　 10,500円

（一般　　　12,000円） ウ
牧阿佐美バレヱ団｢三銃士｣
演出・振付：アンドレ・プロコフスキー
出演者：ドミートリー・ソボレフスキー（国立モスクワ音楽劇場バレエ）,
           青山季可（5日）、光永百花（6日）,清瀧千晴　他　牧阿佐美バレヱ団
指揮：ウォルフガング・ハインツ（シュツットガルト・バレエ団指揮者）
演奏：東京オーケストラMIRAI
芸術監督：三谷恭三

10月5日(土)　15:00
10月6日(日)　14:30

文京シビックホール　
大ホール

S席
契約料金　 10,500円

（一般　　　11,500円） エ

50th Anniversary　トワエモワ＆白鳥英美子コンサート
～時は変るとも～
トワエモワ
※未就学児童入場不可

11月9日(土)　16:00 相模女子大学グリーン
ホール

全席指定
契約料金　　5,500円

（一般　　　  6,500円） オ
せつげっか
雪･月･花　～新演歌三姉妹～コンサート
市川由紀乃・丘みどり・杜このみ
※未就学児童入場不可

12月2日(月)　14:00
　　　　　　  18:00 神奈川県民ホール

ＳＳ席
契約料金　　6,000円

（一般　　　  6,500円） カ
横須賀芸術劇場リサイタル・シリーズ５６
ギター・カルテット　～福田進一と仲間たち～
ギター：福田進一/鈴木大介/村治秦一/朴葵姫

10月6日(日)　15:00 よこすか芸術劇場
S席
契約料金　　4,050円

（一般　　　  4,500円） キ
ザ・グレン・ミラーオーケストラ　Japan Tour ２０１９
ザ・グレン・ミラーオーケストラ　 11月16日(土)　15:00 よこすか芸術劇場

S席
契約料金　　5,850円

（一般　　　  6,500円） キ
秋川雅史　クラシック・コンサート2019 
秋川雅史　　　ピアノ(伴奏)：小島さやか 
演奏予定曲目：ヴェルディ歌劇「ルイザ・ミラー」～穏やかな夜には～／千の風
になって／　他 
※未就学児の入場はご遠慮ください。

11月1日(金)　13:30 鎌倉芸術館　小ホール
全席指定
契約料金　　5,130円

（一般　　　  5,700円） ク

もうすぐ45周年！岩崎宏美コンサートツアー　～残したい花について～
岩崎宏美：日本を代表する女性シンガーであり、 
1975年のデビュー以降数々のヒット曲を放つ一方、映画の吹き替えを行うな
ど活躍の幅を広げる岩崎宏美が2019年もコンサートツアーを開催。 
予定曲目：聖母たちのララバイ・思秋期・ロマンス　他 
※未就学児の入場はご遠慮ください。

10月6日(日)　17:30 相模女子大学グリーン
ホール　大ホール

全席指定
契約料金　　5,670円

（一般　　　  6,300円） ク

芸能生活10+27周年！　　いっこく堂スペシャルライブ
いっこく堂：斬新なアイディアとテクニックで新境地を開いてきた「いっこく
堂」。世界が認めるスーパー腹話術ライブをお楽しみ下さい！ 
※２歳以下入場不可。３歳以上はチケットが必要

10月26日(土)　14:00 横浜・関内ホール
大ホール

全席指定
契約料金　　4,320円

（一般　　　  4,800円） ク

こまつ座 第129回公演　『日の浦姫物語』
作：井上ひさし
演出：鵜山仁　
出演：朝海ひかる、平埜生成、たかお鷹、毬谷友子、辻萬長　他

9月10日(火)　13:00
9月12日(木)　13:00/18:30
9月18日(水)　13:00
9月20日(金)　13:00
9月21日(土)　13:00/18:30
9月22日(日)　13:00

紀伊國屋サザンシア
ター TAKASHIMAYA

全席指定
契約料金
　　昼公演　6,800円
　　夜公演　6,000円
U-30(観劇時30歳以下） 
　　　　　　5,000円

（一般　　　  8,500円）

ケ
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申込先 申込方法

ア
電話

ｔｖｋコミュニケーションズ
【電話申込】０４５－６６３－９９５５
<受付>	 平日１０：００～１5：００(土日祝休み）
☆チケットは、公演日の一週間前までに代金引換佐川急便で届きます。
☆チケット送料（800円）が別途かかります。

イ
インター
ネット

新橋演舞場
【インターネット申込】
https://www1.ticket-web-shochiku.com/grp/
「京都都大路　謎の花くらべ」公演No.013656
「ブラックorホワイト？」公演No.011936
グループＩＤ：131035
申込期間：7月16日（火）12：00～ 8月1日（木）17：00

ウ
メール・

往復はがき

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　小林宛
＜問い合わせ＞03-3216-2008	
【メール申込】E-mail:ta3115640@gmail.com
☆往復はがき又はメールに必要事項を記入し、申し込む。
☆返信はがき又は返信メール到着後、指定期日までにチケット代金
をお振込み。（振り込み手数料はご負担ください。）	
☆チケットは鑑賞日に、劇場内特設受付にて引き換え。
※メールでお申込みされる場合は、迷惑メール防止システムの設定
を事前に解除をお願いします。
●申込締切：8月2日必着

エ
メール

牧阿佐美バレヱ団
【メール申込】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、申し
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。

オ
電話

（株）KMミュージック
【電話申込】045-201-9999
<受付>平日11：00～ 18：00
教育福祉振興会の会員であることをお伝えください。
・お申込み後、郵便振替にてチケット代金を期限内にお振込。（振込手数料
はご負担願います。）
・チケットは公演の約１ヶ月前にお届けいたします。（チケット送料別途
600円かかります。）
※申込締切：８月２日（金）

申込先 申込方法

カ
電話

（株）アクセス	 	 	
【電話申込】045-212-5555
<受付>平日11：00～ 18：00
教育福祉振興会の会員であることをお伝えください。
・お申込み後、郵便振替にてチケット代金を期限内にお振込。（振込手数料
はご負担願います。）
・チケットは公演の約１ヶ月前にお届けいたします。（チケット送料別途
600円かかります。）
※申込締切：８月２日（金）

キ
電話

（公財）横須賀芸術文化財団	 	 	
【電話申込】０４６－８２８－１６１６
＜受付時間＞１０：００～１８：００
☆お申込みの際に「ふれあいを見ました」とお伝えください。
☆申込後、郵便振替用紙が届くので、一週間以内にお振り込みください。
☆入金後チケットが届きます。
●申込締切：8月2日（金）

ク
電話

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『ふれあい１２７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。

ケ
電話

チケットスペース	
【電話申込】０３－３２３４－９９９９	 	 	
(10：00～ 12：00/13：00～ 18：00　日・祝休）	 	
☆申込時に「ふれあいを見た」とお申し出ください。
☆申込後、コンビニ専用払込用紙が届くので、期限内にご入金ください。
☆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ご説明いたします。
☆公演の詳細はホームページをご覧ください。
http://ints.co.jp

コ
電話

（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。

フェスティバル　ナ・ヒヴァヒヴァ・ハワイ2019
メリー・モナーク・フェスティバル上位入賞団体、 
ナ・ホク・ハノハノ・アワーズ入賞者 
9/14昼：カヒコ・デー（演目が全て厳かな古典フラ） 
9/14夜：アウアナ・ナイト（演目が全て華やかな現代フラ） 
9/15・16は昼・夜どの回でも古典・現代フラの両方を楽しめます

9月14日(土)   　12:00/17:00
9月15日(日) 　  12:00/17:00
9月16日(月・祝) 11:00/16:00

東京ドーム
シティホール

S席（特典付）
契約料金　 10,800円

（一般　　　14,000円） ケ

Daiwa House Ⓡ PRESENTS 
熊川哲也 Kバレエ カンパニー「マダム・バタフライ」
その女には、命を懸けて守りたいものがあった――
9/27・29・10/10･13昼・14：矢内千夏/堀内將平 
9/28昼・10/12昼・13夜：成田紗弥/山本雅也 
9/28夜・10/11・12夜：中村祥子/宮尾俊太郎
※熊川哲也は出演しません

9月27日(金) 　 18:30
9月28日(土)　  12:30/16:30
9月29日(日)　  13:00

Bunkamura
オーチャードホール

S席
契約料金　 12,800円

（一般　　　16,000円） ケ
東京文化会館 大ホール

10月10日(木)　14:00
10月11日(金)　14:00
10月12日(土)　12:30/16:30
10月13日(日)　12:30/16:30
10月14日(月・祝)　13:00

外山啓介ピアノ・リサイタル
バッハ・ベートーヴェン・ショパン

【曲目】J.S.バッハ：主よ、人の望みの喜びよ（ヘス編）　ベートーヴェン：ピアノ・
ソナタ第21番「ワルトシュタイン」　ショパン：「別れの曲」「黒鍵」「革命」　他

9月28日(土)　14:00 サントリーホール
S席
契約料金　　3,200円

（一般　　　  4,000円） ケ

東京二期会オペラ劇場　プッチーニ『蝶々夫人』新制作
オペラ全3幕 日本語及び英語字幕付原語[イタリア語]上演
演出：宮本亜門　衣裳：髙田賢三
アンドレア・バッティストーニ指揮 東京フィルハーモニー交響楽団
出演：森谷真理（10/3・5）、大村博美（10/4･6） 他

10月3日(木)　18:30
10月4日(金)　14:00
10月5日(土)　14:00
10月6日(日)　14:00

東京文化会館 大ホール

S席
契約料金
　　平日　13,500円
　　土日　15,300円

（一般
　　平日　15,000円
　　土日　17,000円）

ケ

劇団スーパー・エキセントリック・シアター
創立40周年記念 第57回本公演　ミュージカル・アクション・コメディー

「ピースフルタウンへようこそ」
作：吉高寿男　演出：三宅裕司
出演：三宅裕司、小倉久寛、
劇団スーパー・エキセントリック・シアター

10月11日(金)　19:00
10月16日(水)　13:00
10月17日(木)　13:00
10月18日(金)　19:00
10月23日(水)　14:00/19:00
10月24日(木)　13:00
10月25日(金)　19:00

サンシャイン劇場
S席
契約料金　　6,000円

（一般　　　  7,000円） ケ

明治ブルガリアヨーグルト presents
名曲の花束

【出演】ソフィア・ゾリステン（弦楽合奏）　リヤ・ペトロヴァ（ヴァイオリン）
【曲目】J.S.バッハ：G線上のアリア　エルガー：愛のあいさつ　他

11月9日(土) 　14:00 Bunkamura
オーチャードホール

S席
契約料金　　4,000円

（一般　　　  5,000円） ケ
名曲の花束

【出演】ソフィア・ゾリステン（弦楽合奏）　リヤ・ペトロヴァ（ヴァイオリン）
【曲目】J.S.バッハ：G線上のアリア　エルガー：愛のあいさつ　他

11月10日(日)　14:00
たましんRISURUホー
ル（立川市市民会館）大

ホール

S席
契約料金　　3,200円

（一般　　　  4,000円） ケ
Daiwa House Ⓡ PRESENTS
熊川哲也 Kバレエ カンパニー　「くるみ割り人形」
11/28・30昼：矢内千夏、遅沢佑介
11/29昼：成田紗弥、山本雅也
11/29夜・12/1：中村祥子、高橋裕哉
11/30夜：小林美奈、栗山廉　　　　　　　　　　※熊川哲也は出演しません

11月28日(木)　14:00
11月29日(金)　14:00/18:30
11月30日(土)　12:30/16:30
12月1日(日)　  12:30

Bunkamura
オーチャードホール

S席
契約料金　 10,500円
11月30日夜のみ子ども（4歳～小学生）
　　　　　 10,000円

（一般　　　13,000円）
ケ

イ・ムジチの四季　イ・ムジチ合奏団
アントニオ・アンセルミ（ヴァイオリン）　
ヴィヴァルディ：協奏曲集「四季」全曲

10月4日(金)　14:00 ミューザ川崎シンフォ
ニーホール

Ｓ席
契約料金　　7,225円

（一般　　　  8,500円） コ

演目名、出演者等 公演日時 会場 席種・料金（一般料金） 申込先
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斎藤　　博 平成30年12月12日 須永　昭彦　 平成31年1月29日 谷口　昌彦　 平成31年3月 9 日
中川　智明 平成30年12月15日 塙　　　泰　 平成31年2月 1 日 橋本　幸則　 平成31年3月27日
堀場　弘子 平成30年12月15日 石渡　華子　 平成31年2月10日 吉開　清子　 平成31年3月28日
川﨑　栄子 平成30年12月26日 福島　悦子　 平成31年2月15日 秋山誠之輔　 平成31年 4月 7 日

（敬称略）

故
人
の
ご
冥
福
を

心
よ
り

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

訃

報

７月に入り、暑さが厳しくなっております。今回のふれあいは、芸術鑑賞、ふるさと散歩や
歴史講座など夏から秋にかけてさまざまな事業が満載です。皆さまのご参加をお待ちしてお
ります。

編 集 後 記

施　設　名 利　用　内　容　等
教養講座利用事業
読売・日本テレビ文化センター
＜振興会ハンドブック 50頁＞

2019年4月18日に下記施設が開設されました。
カルチャーセンターさいか屋横須賀
横須賀市大滝街1-13	さいか屋北別館　TEL	046-828-5911

修
　
正

教養講座利用事業
朝日カルチャーセンター
NHK学園
＜振興会ハンドブック 49～ 50頁＞

振興会ハンドブック2019年度版に掲載の内容に誤りがありました。
会員の皆様にはご迷惑をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。
受講料のみ１０，０００円以上に限り補助対象となります。
（※教材費は含みません。）

指定店（葬儀）
西村企業
＜振興会ハンドブック 81頁＞

振興会ハンドブック2019年度版に掲載の指定店名簿の割引内容に誤りがありました。
会員の皆様にはご迷惑をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。
「株式会社西村企業	プラザコヨスカ中央本社斎場」
「株式会社西村企業	プラザコヨスカ久里浜斎場」
「株式会社西村企業	プラザコヨスカ衣笠斎場」
の割引内容
　【正】　「白木祭壇ｾｯﾄ20%割引　生花祭壇ｾｯﾄ10%割引　（返戻品、供花物料理、特注品は除外）」
　【誤】　「斎場使用料金　通常10万円の50%引き　※料理・返戻品・供花物･特注品は除外」
※「株式会社西村企業	家族の想い結　北久里浜」の割引内容は掲載のとおりです。

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設
セラヴィリゾート泉郷
＜振興会ハンドブック 36頁＞

振興会ハンドブック 2019年度版に掲載の内容に誤りがありました。
会員の皆様にはご迷惑をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。
　　　　　【正】ユーザー ID：izumigo		パスワード：resort	
　　　　　【正】全国 19施設			

変
　
更

指定店（墓地・墓石工事）
はせがわ
＜振興会ハンドブック 85～ 87頁＞

振興会ハンドブック2019年度版に掲載の指定店名簿の割引内容が変更となりました。
割引内容の変更
　【新】　「墓石工事代10%(永代使用料・供養料・年間管理費・一部霊園・一部石種屋内墓苑を除く)」
　【旧】　「墓石工事代　全5%(永代使用料・供養料・年間管理費・一部霊園・一部石種屋内墓苑を除く)」

削
除

指定店（貸衣装）
プリンセスガーデン　ヨコハマ
＜振興会ハンドブック 78頁＞

振興会ハンドブック2019年度版に掲載の指定店名簿記載の左記指定店業者の取り扱い
が無くなりました。
会員の皆様にはご迷惑をお掛けしましたこと深くお詫び申し上げます。


