
次の公演の鑑賞券を振興会が一部補助（会員のみ）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いては、振興会会員専用ホームページで随時ご案内する予定です。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。

【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】
●新型コロナウイルスの影響により、公演が中止になる場合もございます。
　公演中止以外の申込後のキャンセル・変更はできませんのでご注意ください。
●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、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。
●既に購入してあるチケットへの補助はつけられません。
●令和元年６月14日から「チケット不正転売禁止法」が施行されました。	
※往復はがきの郵便料金は「６３円×２＝１２６円」で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。

《輝けるテノール》錦織健　テノール・リサイタル
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

9月18日（金）
13:30開演

横浜
みなとみらい
ホール

からたちの花／荒城の月／さ
とうきび畑／アヴェ・マリア
／何というやさしさ／ボヘミ
アン・ラプソディ　他

30人
全席指定

会	員　3,000円
同行者　4,500円
(一	般　5,000円）

8月17日 A

青島広志の楽しい名作オペラ講座　オペラ「トゥーランドット」の魅力
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

9月26日（土）
11:00開演

神奈川県ホール
小ホール

青島	広志（お話・ピアノ）	
津山	恵（ソプラノ）	
横山	美奈（ソプラノ）	
小野	勉（テノール）

20人
全席指定

会	員　 300円
同行者　1,800円
(一	般　2,000円)

8月31日 B

《森麻季 / アヴェ・マリア》森麻季　ソプラノ・リサイタル
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

12月12日（土）
13:30開演

ミューザ川崎
シンフォニー
ホール

三大アヴェ・マリア
ムゼッタのワルツ
私は偉大な神の僕
その日から　他

30人
全席指定

会	員　3,000円
同行者　4,500円
(一	般　5,000円）

8月31日 A

《DOS DEL FIDDLES》石田泰尚＆﨑谷直人　デュオ・リサイタル
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

12月16日（水）
13:30開演

横浜
みなとみらい
ホール

ドビュッシー：ゴリウォーグ
のチークウォーク
フォスター：金髪のジェニー
ピアソラ：リベルタンゴ　他

30人
全席指定

会	員　3,000円
同行者　4,500円
(一	般　5,000円）

8月31日 A

こまつ座　第 134 回公演『私はだれでしょう』
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（木）13:00開演

紀伊國屋
サザンシアター
TAKASHIMAYA

作：井上ひさし
演出：栗山民也	
出演：朝海ひかる、枝元萌、
大鷹明良、尾上寛之、
平埜生成、八幡みゆき、
吉田栄作	
ピアノ奏者：朴勝哲	
戦後監視下に置かれていたラジ
オ番組「尋ね人」自分がだれだか
わからない青年と監視下でも凛
として生きた人たちの音楽劇

40人

全席指定
会	員

昼公演：4,100円	
夜公演：3,300円

同行者
昼公演：6,600円
U-30（観劇時30歳以下）
　　　：6,000円	
夜公演：5,800円
(一	般8,800円）

8月25日 C

10月16日（金）13:00開演

10月17日（土）13:00開演

10月17日（土）18:30開演

10月18日（日）13:00開演

10月21日（水）13:00開演

10月21日（水）18:30開演

芸術鑑賞（補助） 会員（補助）とその同行者
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細川たかし特別公演＆ダチョウ倶楽部一座旗揚げ公演
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	2	日（金）12:00開演

明治座 細川たかし、
ダチョウ倶楽部　他 50人

S席
会	員　7,100円
同行者　9,600円
(一	般12,000円）

8月21日 D
10月	4	日（日）12:00開演

10月	5	日（月）12:00開演

10月	6	日（火）12:00開演

10月12日（月）12:00開演

Daiwa House Ⓡ PRESENTS　熊川哲也 Kバレエ カンパニー「海賊」
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（木）14:00開演

Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャード
ホール

10/15：中村祥子、遅沢佑介	
10/16・17夜：矢内千夏、堀内將平	
10/17昼：毛利実沙子、杉野慧	
※熊川哲也は出演致しません。	
熊川哲也が捧ぐ、バレエ史上
空前のスペクタクル・アドベ
ンチャー！

40人
（各10人）

S席
会	員　		8,300円
同行者　10,800円
(一	般			13,500円）

※4歳以下入場不可

8月25日 C
10月16日（金）14:00開演

10月17日（土）12:30開演

10月17日（土）17:00開演
 ⓒ Shunki Ogawa

公 演 日 　　　　　月　　　　　日（　　） 開 演 時 間 ：

公 演 名

申 込 人 数 　合　計　　　　　人　　　　［内訳：会員　　　人、同行者　　　人］

申 込 者 住 所 〒

会 員 番 号

電 話 番 号
（　　　　　）
　　　　　ー

ふ り が な

申 込 者 氏 名

（会員の場合）会員番号 会員番号

同 行 者 氏 名

備 考

●芸術鑑賞お申込み（はがきに貼ってお使いください）申込書の使い方

※振興会では申込みの受付を
しておりません。申込先、申
込方法をご確認ください。
※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。

申込み先 申込み方法

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
問：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

（公財）神奈川芸術文化財団
〒231-0023
横浜市中区山下町23日土地山下町ビル6階
本部経営企画課　熊井宛
問：045-633-3799

往復はがきに共通事項を記入し、神奈川芸術文化財団へ申し込みます。
（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、
当選者には返信はがきで割引用ID、パスワードを通知しますので、イン
ターネットまたは電話、チケットかながわ窓口またはセブンイレブンに
て現金またはクレジットカードで支払い、チケットを受け取ります。（セ
ブンイレブンでは、サービス利用料165円/1件とコンビニ発券手数料
110円/1枚が別途かかります。）

C
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
問：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。）申込後、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。）

D
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
問：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。


