
会員とその同行者
芸術鑑賞

芸術鑑賞芸術鑑賞

舞台『ゲゲゲの鬼太郎』
6/30（木）締切

坂本冬美特別公演　中村雅俊特別出演
8/31（水）締切

７月30日（土） 31日（日）
８⺼６日（土） ７日（日） 各12：00
明治座

Ｓ席　会　員：7,100円
　　　同行者：9,600円
　　　（一般 12,000円）

［出演］荒牧慶彦　上坂すみれ　藤井隆
　　　七海ひろき　浅野ゆう子　ほか

10月１日（土） ８日（土）
      ９日（日） 15日（土） 各16：00
明治座

Ｓ席　会　員： 8,650円
　　　同行者：12,150円
　　　（一般　13,500円）

［出演］坂本冬美　中村雅俊　ほか

［募］40人	 申込先	🅰 ［募］40人	 申込先	🅰
劇団四季ミュージカル『バケモノの子』

6/20（金）締切
岸惠子スペシャルトークショー『いまを生きる』

7/3（日）締切
８月２日（火） 18：00
７月30日（土） ８月６日（土） 各17：30
７月31日（日） ８月７日（日） 各13：00
ＪＲ東日本四季劇場［秋］
Ｓ席　
平　日　会　員: 7,500円
　　　　同行者:11,000円（一般 11,000円）
土曜日　会　員: 7,995円
　　　　同行者:11,495円（一般 12,100円）
日曜日　会　員: 9,040円
　　　　同行者
　　　　大　人:12,540円（一般 13,200円）
　　　　子ども:06,600円（一般 06,600円）
※子ども料金の適用は日曜日のみ。公演当日3歳以上小学6年生以下
※2歳以下入場不可。3歳以上有料（膝上観劇不可。）

８月12日（金） 13：00
神奈川県立音楽堂

全席指定　会　員：3,020円
　　　　　同行者：5,520円（一般 6,500円）

彼女が、自身が体験した驚きと笑いが満載のエピ
ソードの数々を交え、いま最も大切にしたいこと
や変わらずに伝え続けていきたいことを語る、ま
るで彼女のエッセイのような、痛快で示唆に富む
トークショーです。
※未就学児入場不可　※公演時間約60分［募］各30人	 申込先	🅱 ［募］20人	 申込先	🅲

ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』
6/24（金）締切

ミュージカル『ミス・サイゴン』
6/30（木）締切

７月24日（日） 15：00　30日（土） 11：30
東京国際フォーラム　ホールC
Ｓ席　会　員：5,150円
　　　同行者
　　　大　人：7,650円（一般 8,500円）
　　　こども：4,950円（一般 5,500円）

（3歳～12歳）
※ 3歳未満のお子様は保護者のひざ上観劇が可能です。

お子様の頭が保護者の肩の高さを超える場合やお席が
必要な場合は有料となります。

［出演］吉柳咲良　小西遼生
　　　岡部 麟（AKB48）　田野優花　壮 一帆　ほか

８月９日（火） 20日（土） 各18：00
帝国劇場

Ｓ席　会　員：10,500円
　　　同行者：14,000円（一般 15,000円）

［出演］市村正親／駒田一　屋比久知奈
　　　小野田龍之介／海宝直人 ほか

［募］20人	 申込先	🅳 ［募］各20人	 申込先	🅴
坂東玉三郎　～お話と素踊り～

6/24（金）締切
《詩情》ジャン・チャクムル　ピアノ・リサイタル

7/15（金）締切
７月３日（日） 15：00
神奈川県民ホール

Ｓ席　 会　員：3,350円
　　 　同行者：5,850円（一般 6,500円）

［プログラム］
坂東玉三郎　お話コーナー
地歌作物「勤行寺」
地唄舞「雪」

９月４日（日） 13：30
ミューザ川崎シンフォニーホール

全席指定　会　員：3,000円
　　　　　同行者：4,500円（一般 5,000円）

［曲目］
シューベルト：ピアノ・ソナタ第16番
ショパン：即興曲第1番、第3番
　　　　 4つのマズルカ、スケルツォ第3番
ユネスコ：ピアノ・ソナタ第3番　ほか［募］30人	 申込先	🅵 ［募］40人	 申込先	🅵

次の公演チケットを振興会が一部補助します。応募概要・注意事項を参照のうえ申込みください。
応募概要
▪�申込み期間・申込方法等を確認し各団体や施設に直接申込みください。ローチケ biz＋会員サイト内の鑑賞チケットは
申込先・金額等異なりますのでご注意ください。本案内は 17頁～ 20頁案内のみ対象です。※応募多数の場合は抽選
▪応募後のキャンセル・変更は出来ません。社会情勢等を鑑み、十分に検討のうえ申込みください。
▪各劇場・公演は開催にあたり新型コロナウイルス感染予防と対策のうえ実施しています。

©三浦興一



《指先で紡ぐ踊りの音楽史》
阪田知樹 ピアノ・リサイタル 7/15（金）締切

《チェロ&チェロ・ピッコロ》 7/15（金）締切
マリオ・ブルネロ　J.S.バッハ無伴奏チェロ・リサイタル

10月９日（日） 13：30　
ミューザ川崎シンフォニーホール

全席指定　会　員：3,000円
　　　　　同行者：4,500円（一般 5,000円）

［曲目］
シューベルト/リスト：ヴィーンの夜会第6番
ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ
バラキレフ：イスラメイ　ほか

11月３日（木・祝） 13：30
ミューザ川崎シンフォニーホール

全席指定　会　員：2,900円
　　　　　同行者：5,400円（一般 6,000円）

［曲目］
〈オールバッハ・プログラム〉
無伴奏チェロ組曲第1番、第4番
無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番
無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番［募］40人	 申込先	🅵 ［募］40人	 申込先	🅵

《奇跡のデュオ》堀米ゆず子＆ヴァレリー・アファナシエフ
デュオ・リサイタル 7/15（金）締切

石田泰尚スペシャル　熱狂の夜【第４夜：アンサンブル】
《四季》石田組 7/15（金）締切

12月10日（土） 13：30
ミューザ川崎シンフォニーホール

全席指定　会　員：3,800円
　　　　　同行者：6,300円（一般 7,000円）

［曲目］
J.S. バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番
シューベルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ
ブラームス： ヴァイオリンとピアノのための

ソナタ第1番「雨の歌」　ほか

８月19日（金） 19：00
ミューザ川崎シンフォニーホール

Ａ席　会　員：3,000円
　　　同行者：4,500円（一般 5,000円）

［曲目］
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集「四季」
モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス
レインボー：キル・ザ・キング　ほか

［募］40人	 申込先	🅵 ［募］30人	 申込先	🅵
石田泰尚スペシャル　熱狂の夜【第５夜：コンチェルト】

《グラス&マルサリス》神奈川フィル 7/15（金）締切
音楽堂ヘリテージ・コンサート 7/15（金）締切
スティーヴン･イッサーリス チェロ･リサイタル

９月６日（火） 19：00
ミューザ川崎シンフォニーホール

A席　会　員：3,000円
　　　同行者：4,500円（一般 5,000円）

［曲目］
フィリップ・グラス：ヴァイオリン協奏曲第1番
ウィントン・マルサリス：ヴァイオリン協奏曲

９月17日（土） 15：00
神奈川県立音楽堂

Ｓ席　会　員：2,900円
　　　同行者：5,400円（一般 6,000円）

［出演］スティーヴン・イッサーリス（チェロ）／
　　　コニー・シー（ピアノ）

［曲目］
ショスタコーヴィチ：チェロ・ソナタ 二短調 op.40
プロコフィエフ：チェロ・ソナタ ハ長調 op.119
ラフマニノフ：チェロ・ソナタ ト短調 op.19［募］40人	 申込先	🅵 ［募］20人	 申込先	🅶

音楽堂ヘリテージ・コンサート 7/15（金）締切
クロノス ･ クァルテット テリー ･ ライリー《サン ･ リングズ》

jammin’ Zeb ジャミン・ゼブ コンサート2022
6/22（水）締切

10月１日（土） 17：00
神奈川県立音楽堂

Ｓ席　会　員：2,900円
　　　同行者：5,400円（一般 6,000円）

［出演］クロノス・クァルテット
　　　共演：合唱団やえ山組

［曲目］
テリー・ライリー：サン・リングズ〈日本初演〉
※休憩なし約90分

７月２日（土） 14：00 / 18：00
杜のホールはしもと　ホール

全席指定　会　員：2,500円
　　　　　同行者：5,000円（一般 6,500円）

リード・シンガーが次々に入れ替わる独自のスタ
イルと楽しいステージングでエンターテイメント
性も抜群です。音楽の好きな全ての世代に「癒し」
と「元気」を与える４人のシマウマたち。
ポップス、ジャズ、ミュージカルの名曲を歌い尽く
します。［募］20人	 申込先	🅶 ［募］10人	 申込先	🅷

40th Anniversary 稲垣潤一コンサート 2022
8/1（月）締切

沖縄音楽フェスティバル2022 in 茅ヶ崎
7/1（金）締切

９月３日（土） 17：30
よこすか芸術劇場

全席指定　会　員：3,620円
　　　　　同行者：6,120円（一般 6,800円）

和製シティ・ポップスの代表格「ドラマティッ
ク・レイン」などのヒット曲から最新の楽曲ま
で、時間旅行をお楽しみください。

７月31日（日） 16：30
茅ヶ崎市民文化会館　大ホール

全席指定　会　員：3,350円
　　　　　同行者：5,850円（一般 6,500円）

［出演］古謝美佐子　宮沢和史　石嶺聡子
　　　新良幸人（あらゆきと）
　　　Lucy（長嶺ルーシー）　琉神　佐原一哉
※ 未就学児膝上1名まで無料。但し座席が必

要な場合は有料［募］20人	 申込先	🅷 ［募］20人	 申込先	🅷
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KAORI PARADISE 2022
8/1（月）締切

TOSHIHIKO TAHARA　
DOUBLE T TOUR 2022 Romanticist 8/1（月）締切

９月４日（日）16：30
横浜・関内ホール 大ホール

全席指定　会　員：2,900円
　　　　　同行者：5,400円（一般 6,000円）
岸谷香が奏でる名曲たち。ソロ楽曲をはじめ、
プリンセス プリンセス「Diamonds〈ダイヤモ
ンド〉」「M」ほか、ピアノとアコースティック
ギターでお届けします。
※ 2歳以下膝上1名まで無料（座席が必要な場

合有料）。3歳以上はチケットが必要

９月10日（土） 17：00
相模女子大学グリーンホール 大ホール

全席指定　会　員：5,150円
　　　　　同行者：7,650円（一般 8,500円）
日本のエンターテインメントシーンに君臨し
続ける男！ニューシングルもリリースし、昨
年以上に活動の幅を広げる田原俊彦に乞うご
期待！
※ 3歳以上有料。2歳以下膝上無料、但し席が

必要な場合は有料。［募］20人	 申込先	🅷 ［募］20人	 申込先	🅷
社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパーLIVE 2022 

8/1（月）締切
藤山寛美三十三回忌追善　喜劇特別公演

6/30（木）締切
９月23日（金・祝） 14：00 / 17：30
神奈川県民ホール　小ホール

全席指定　会　員：2,820円
　　　　　同行者：4,320円（一般 4,800円）

ザ・ニュースペーパー：政治、経済、事件、芸能
…etc。タイムリーな社会問題を「笑いと批判」
に変える！ライブにこだわり続けるザ・ニュー
スペーパーのライブでしか見られないコント
をお楽しみに！！

７月16日（土） 17日（日）
　　23日（土） 各11：00 / 16：00
　　24日（日） 14：00
新橋演舞場

一等席　会　員: 5,900円
　　　　同行者: 8,400円（一般 13,000円）
一．『愛の設計図』
二．藤山寛美　偲面影
三．『大阪ぎらい物語』
　 藤山寛美ご挨拶相勤め申し候［募］20人	 申込先	🅷 ［募］40人	 申込先	🅸

テーバスランド
6/20（月）締切

Daiwa House Special 6/30（木）締切
音楽劇『クラウディア』Produced by 地球ゴージャス

６月26日（日） 13：30
　　29日（水） 18：30
７月１日（金） 18：30
　　２日（土） 13：30 / 17：30
KAAT 神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉

全席指定　会　員：3,000円
　　　　　同行者：5,500円（一般 6,800円）

［出演］甲本雅裕　浜中文一
父親殺し。オイディプスの枷。現実と虚構が
交錯する濃密な二人芝居！

７月16日（土） 22日（金） 各18：00
　　18日（月・祝） 13：00
東京建物 Brillia HALL

Ｓ席　会　員：7,500円
　　　同行者：11,000円（一般 12,500円）

［脚本・演出］岸谷五朗
［出演］大野拓朗／甲斐翔真（Wキャスト）
　　　廣瀬友祐／小栗基裕（Wキャスト）
　　　田村芽実／門山葉子（Wキャスト）
　　　美弥るりか　ほか［募］50人	 申込先	🅹 ［募］30人	 申込先	🅹

こまつ座 第 142 回公演『紙屋町さくらホテル』
（作：井上ひさし 演出：鵜山仁） 6/28（火）締切

《二期会創立70周年記念公演》
東京二期会オペラ劇場『蝶々夫人』 7/25（月）締切

７月７日（木） 18：00　９日（土） 13：00
　　16日（土） 13：00 / 18：00
　　17日（日） 13：00
紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

全席指定　　会　員 昼：3,100円　夜：2,500円
　　　　　　同行者 昼：5,600円　夜：5,000円

　　　　　　（一般8,000円）
［出演］七瀬なつみ　高橋和也　千葉哲也
　　　松岡依都美　内田慈　松角洋平
　　　白幡大介　神崎亜子　たかお鷹

９月８日（木） 18：30
　　10日（土） 11（日） 各14：00
新国立劇場 オペラパレス

Ｓ席　会　員： 8,500円
　　　同行者：12,000円（一般 13,500円）
日本を舞台にしたイタリアオペラの最高傑作

［演出］栗山昌良
［指揮］アンドレア・バッティストーニ
［管弦楽］東京フィルハーモニー交響楽団
［主な出演］大村博美（9/8・10）　木下美穂子（9/11）［募］50人	 申込先	🅹 ［募］30人 申込先	🅹

外山啓介ピアノ・リサイタル 　7/25（月）締切
《モーツァルト～ベートーヴェン～ショパン》

舞台『裸足で散歩』
7/25（月）締切

９月24日（土） 14：00
サントリーホール

Ｓ席　会　員：1,700円
　　　同行者：3,200円（一般 4,000円）

偉大な作曲家による名曲選！
［曲目］
 モーツァルト：ソナタ第11番「トルコ行進曲」
ベートーヴェン：ソナタ第12番「葬送」
ショパン：「雨だれ」、ソナタ第2番「葬送」　ほか

10月８日（土） 12：00/16：30
　　９日（日） 13：00  
KAAT神奈川芸術劇場 ホール

Ｓ席　会　員：3,800円
　　　同行者：6,300円（一般7,800円）

［作］ニール・サイモン
［出演］加藤和樹　高田夏帆　本間ひとし
　　　松尾貴史　戸田恵子
時を経てなお色褪せないコメディの名作！［募］20人	 申込先	🅹 ［募］20人	 申込先	🅹
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■🅰
明治座
明治座営業部　五十嵐宛
TEL：03-3660-3941

■🅱
劇団四季
劇団四季東京営業部　鏡谷･林宛
TEL：0570-008-110 ＃4
※着信後“４”を押す

■🅲
サンライズプロモーション東京
TEL：03-3403-0155

（平日12：00～18：00）

往復はがきに共通事項を記入し申込み
（返信面に返信先の住所、氏名の記入必須。）
締切後、返信はがきが届くので、到着後２週間以
内に現金書留でチケット代金を送金。
チケットは当日会場１Fエントランス受付で返
信はがきと引換え。

［申込］〒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

下記URLまたはQRコードにアクセスし申込み
フォームに入力・送信。
締切後、7月1日（金）までに観劇日・料金・振込先の
お知らせが届くので、期日までに代金とチケット
送料（600円）を振込（手数料は自己負担）
入金確認後、観劇日の１週間前までにチケット
が到着。
※全てメールでの連絡です。迷惑
メール防止システムを設定してい
る方は事前に解除してください。
返信メールが届かない場合は上記
に連絡してください。

［申込］https://s.shiki.jp/m/k-kyouiku-genshoku_22bakemono

往復はがきに共通事項を記入し申込み（返信面
に返信先の住所･氏名の記入必須）
締切後、振込先を明記した返信はがきが届くの
で、期日までにチケット代金を振込（手数料は自
己負担）
入金確認後、公演の２週間前までにチケットが
到着（送料500円が別途必要）
※未就学児童入場不可

［申込］〒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　羽谷宛

■🅳
ホリプロ
TEL：03-3490-4949

（平日11：00～18：00 土日祝休み）
■🅴

帝国劇場
TEL：03-3216-2008

（平日9：30～18：00 土日祝休）
■🅵 神奈川芸術協会

TEL：045-453-5080

メールで件名「ピーター・パン申込み」、本文に共
通事項とメールアドレスを入力し送信。
締切後、メールで13ケタの番号が届くので、近く
のセブンイレブンで１週間以内に料金を支払い、
チケットと引換。
※全てメールでの連絡です。迷惑メール防止シ
ステムを設定している方は事前に解除してくだ
さい。
※定員を超えた場合は抽選により参加者を決定
し連絡します

［申込］ticketcenter＠horipro.co.jp

下記URLまたはQRコードにアクセスし申込み
フォームに入力・送信。締切後、５営業日以内に
当落通知のメールが到着。
当選者は期日までに振込先に入金。

（振込手数料は自己負担）
観劇日の２週間前までにチケットが到着。
※全てメールでの連絡です。迷惑メール防止シ
ステムを設定している方は事前に
解除してください。返信メールが
届かない場合は上記に連絡してく
ださい。

［申込］https://forms.gle/ZuBS8XxSSVBw3kWh7

はがきに共通事項を記入し申込みます。
締切後、振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下
さい。（チケット送料480円が別途かかります）
入金確認後、チケットが届きます。

［申込］〒220-0011
　　　横浜市西区高島2-10-13-907
　　　神奈川芸術協会「振興会」係

■🅶（公財）神奈川芸術文化財団
TEL：045-633-3760（担当直通） ■🅷

Ro－Onチケット
TEL：047-365-9960

（月･水･金 10：00～18：00）
■🅸

おけぴチケットセンター
TEL：03-6263-8782（平日11：00～15：00）
FAX：03-6808-3435

往復はがきに共通事項を記入し申込み
（返信面に返信先住所、氏名の記入必須。）
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。
インターネット、電話、チケットかながわ窓口、
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、チケットを受取り。
※セブンイレブンは、サービス利用料165円/1件
とコンビニ発券手数料110円/1枚が必要。

［申込］〒231-0023
　　　横浜市中区山下町3-1　県民ホール内
　　　神奈川芸術文化財団　本部経営企画課
　　　団体営業受付宛

電話で、振興会会員であることと共通事項を告
げて申込み。
申込み後、チケットが郵便で到着するので代金引
換･着払いで発送（チケット送料500円が別途必要）
※先着順　※未就学児入場不可（対象外公演有、
各記事を参照ください）
※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。
※新型コロナウイルス感染防止対策を十分に
とったうえで、定員（間隔を空けない状態）でチ
ケットを販売します。

［申込］☎047-365-9960
　　　（月･水･金 10：00～18：00）※祝日・休業日は除く

電話またはFAXで振興会会員であることと共
通事項を告げて申込み。
※チケットは代金引換郵便で発送。
　（チケット送料600円が必要。）

［申込］☎03-6263-8782（平日11：00～15：00）
　　　FAX 03-6808-3435

■🅹 チケットスペース
TEL：03-3234-9999

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（日中連絡のとれる電話番号）
を記載又は告げてください。
※会員全員分の氏名･会員番号の記載がない場合は同行者料金になります。

往復はがきに共通事項を記入し申込み
（返信面に返信先の住所･氏名の記入必須）
締切後、返信はがきと「払込票」が届くので期限
内にチケット代金を送金する。
入金確認後、チケットをヤマト運輸コンパクト
便でお届け。（定員を超えた場合は抽選。当落は
返信はがきで連絡）
※公演によって、チケットは当日会場渡しや会場清算を行います。

［申込］〒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

注意事項
▪未就学児童の参加ができない場合があります。各申込先に確認ください。
▪記入漏れなど不備がある場合、申込自体が無効になる場合があります。
▪新型コロナウイルスの影響により公演中止となる場合があります。
▪応募後の取消や内容変更等は出来ませんので、申込み前に十分検討のうえ申込みください。
　期日までに入金がない場合は、振興会から申込み代表者に連絡します。
▪既に購入済チケット・ローチケbiz+ 経由で購入したチケットの補助はできません。
▪各取扱団体・施設が異なります。お間違えの無いようご注意ください。
▪現職会員のみ購入可能です。未加入者・再任用・非常勤職員ならびに継続会員は対象外です。

〇申込先




