
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があります。
　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。

千住真理子（ヴァイオリン）フェスティヴァル　《春》スプリング・ソナタ
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

5月11日（火）
13:30開演

ミューザ川崎
シンフォニーホール

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5番「春」
メンデルスゾーン：春の歌
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン
リスト：愛の夢第３番　　　　　他

20人
全席指定

会 員　2,580円
同行者　4,080円

(一 般　4,800円）
4月30日 A

華麗なるコンチェルト　哀愁と情熱の３大協奏曲／渡邊一正 指揮 神奈川フィル
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

5月16日（日）
14:00開演

神奈川県民
ホール

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏
曲（山根一仁）、ドヴォルザーク：チェ
ロ協奏曲（伊藤悠貴）、ラフマニノフ：
ピアノ協奏曲第２番（及川浩治）

20人
Ｓ席

会 員　4,250円
同行者　6,750円

(一 般　7,500円)
4月30日 A

フジコ・ヘミング with N 響メンバーによる室内オーケストラ
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

6月2日（水）
19:00開演

ミューザ川崎
シンフォニーホール

フジコ・ヘミング、N響メン
バーによる室内オーケストラ 20人

Ｓ席
会 員　6,320円
同行者　8,820円

(一 般　9,800円）
4月29日 B

水谷千重子５０周年記念公演
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

6月6日（日）11:00開演

明治座 水谷千重子　他 15人
Ｓ席

会 員    8,300円
同行者　10,800円

(一 般　12,000円）
5月10日 C6月7日（月）11:00開演

6月12日（土）17:00開演

jammin’ Zeb　ジャミン・ゼブ　コンサート ２０２１
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

6月12日（土）
14:30開演 町田市民ホール

ジャミン・ゼブ：ジャズコーラスをベース
に、あらゆるジャンルの楽曲を爽やかに歌
いこなす、スーパーヴォーカル・グループ 
予定曲目★君の瞳に恋してる
★ラ・ラ・ランドのテーマ

10人
全席指定

会 員　3,000円
同行者　5,500円

(一 般　6,200円）
5月26日 D

新ロイヤル大衆舎× KAAT  『王将』－三部作－
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

5月20日（木） 18:00開演

KAAT神奈川芸術劇場
〈アトリウム特設劇場〉

【作】北條秀司
【構成台本+演出】長塚圭史
【音楽】山内圭哉
【出演】福田転球  大堀こういち
         長塚圭史  山内圭哉
         （以上、新ロイヤル大衆舎）
         常盤貴子  江口のりこ ほか

15人
全席指定

会 員　2,900円
同行者　5,400円

(一 般　6,000円）
4月25日 E5月21日（金） 11:00開演

5月27日（木） 13:00開演

芸術鑑賞（補助） 会員（補助）とその同行者
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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

（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　松井宛
問：03-3403-0155（平日12：00 ～ 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。（振込手数料はご負担願います。）入金確
認郷、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　※ご来場前にサンライズプロモーション東京の
HP(https://sunrisetokyo.com/)より最新情報のご確認をお願い致し
ます。

C
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　五十嵐宛
問：03-3660-3941

往復はがきに共通事項記入し、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。

D
電話

Ro-Onチケット
☎047-365-9960
受付時間　月・水・金10：00 ～ 18：00
※祝日の場合は休業

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500円が別途かかります。）
※先着順となります。※未就学児入場不可　※関係機関の感染拡大予防
ガイドラインに従い、対策をとって開催します。

E
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281
神奈川芸術文化財団　神奈川芸術劇場
広報営業課　大沢・東宛
問：045-633-6520

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。）

F
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、返信はがきにて当選をお知らせします。）

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（申込先がA・B・C・E・F の場合に、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。

Daiwa House Ⓡ PRESENTS　熊川哲也 Kバレエ カンパニー「ドン・キホーテ」
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

5月19日（水）14:00開演
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ
オーチャード

ホール

5/19：日髙世菜、髙橋裕哉
5/21：小林美奈、堀内將平
5/22：毛利実沙子、杉野慧

熊川哲也が生んだ世界最高峰
の「ドン・キホーテ」がここに！

20人

S席
会 員　  9,500円
同行者　 12,000円

(一 般   15,000円）
※4歳以下入場不可

4月28日 F5月21日（金）14:00開演

5月22日（土）13:00開演
ⓒ Toru Hiraiwa



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、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。
●公演中止以外の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。
●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。

演目名等 公演日時 会場 席種・料金（一般料金） 申込み先

こまつ座 第136回公演
『父と暮せば』

作：井上ひさし　演出：鵜山 仁
出演：山崎 一　伊勢佳世
次世代に、そして全世界に語り継ぎたい明日への再生の物
語。終戦から3年後のヒロシマを舞台に父と娘が織りなす
命の物語。希望への祈りを込めてお届けする。

5月23日（日）14:00開演
5月24日（月）14:00開演
5月27日（木）14:00開演
5月27日（木）19:00開演
5月28日（金）14:00開演
5月29日（土）14:00開演
5月29日（土）17:30開演

紀伊國屋
サザンシアター
TAKASHIMAYA

全席指定
昼公演 ： 4,700円
夜公演 ： 3,800円

（一般　　5,800円）
ア

二期会ニューウェーブ・オペラ劇場
『セルセ』
オペラ全3幕　日本語字幕付原語(イタリア語)上演

作曲：ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル
指揮：鈴木秀美　演出：中村 蓉
出演：新堂由暁(5/22)、澤原行正(5/23)　他
ヘンデル作曲による傑作バロック・オペラ！「オンブラ・
マイ・ライフ」はじめまばゆい輝きを放つアリアが満載！

5月22日（土）17:00開演
5月23日（日）14:00開演

めぐろパーシモンホール
大ホール

S席
契約料金　9,000円

（一般　 　10,000円）
ア

秋川雅史　千の風になってコンサート
聴いてよく分かるクラシック3
秋川雅史　

6月26日（土）13:30開演 杜のホールはしもと
ホール

全席指定
契約料金　5,130円

（一般　　　5,700円）
イ

水森かおり公演

水森かおり、岩佐美咲、辰巳ゆうと　他

6月20日（日）11:00開演
6月25日（金）11:00開演
6月27日（日）11:00開演

明治座
S席

契約料金　8,800円
（一般　 　11,000円）

ウ

芸術鑑賞（あっせん） 会員とその同行者

申込先 申込方法

ア
電話

チケットスペース
☎ 03-3234-9999
　（10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00、日祝休）

電話で、『ふれあいを見た』とお伝えください。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（http://ints.co.jp）をご覧ください。

イ
電話

Ro-Onチケット
☎047-365-9960

（月・水・金10:00 ～ 18:00）
※祝日の場合は休業

電話で、『ふれあいを見た』とお伝えください。支払い方法郵送での代金引換着払い
〈送料別途〉500円がかかります。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。
※行政の感染拡大予防ガイドラインに従い、対策をとって開催します。

ウ
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　五十嵐宛
問：03-3660-3941

往復はがきに共通事項を記入し、申し込みます。申込後、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。
申込締切日：5月15日（金）
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