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●申込みできるのは、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。
●申込み後のキャンセル・変更はできません。（当日必ず行ける方のみ申込みしてください。）掲載公演はやむを得ず中止になる
場合があります。

８月 18 日（木）18：00
20 日（土）18：00

東京国際フォーラム ホールＡ
Ｓ席　会　員：8,300円
　　　同行者：9,800円(一般　13,000円)
※映画「LA LA LAND」のキャストは出演しません
※本公演はステージ上のスクリーンで映画本編を日
本語字幕付きで上映、オーケストラのライブ演奏、
ダンサー、合唱団、舞台用低温花火等の演出が加わ
る上演形態です。　※未就学児入場不可

LA LA LAND Live in Concert：A Celebration of Hollywood
ハリウッド版 ラ・ラ・ランド ザ・ステージ 初来日公演

募 20 人 申込先 F

11 月 25 日（金）13：00
29 日（火）13：00

東急シアターオーブ
Ｓ席　会　員：11,500円
　　　同行者：13,000円
　　　(一般　14,000円)

主�演   11/25　朝夏まなと
 11/29　森公美子

ミュージカル『 天使にラブ・ソングを～シスター・アクト～』

募 20 人 申込先 E

12 月６日（火）14：00
横浜みなとみらいホール
全席指定　会　員：3,000円
　　　　　同行者：4,500円（一般 5,000円）

曲目   ≪オール・ショパン・プログラム≫
 ノクターン第7番、第8番
 ピアノ・ソナタ第2番「葬送」
 24の前奏曲

シャルル・リシャール＝アムラン　ピアノ・リサイタル

募 30 人 申込先 C

12 月３日（土）13：30
横浜みなとみらいホール
全席指定　会　員：2,820円
　　　　　同行者：4,320円（一般 4,800円）

曲目   ソナタ第17番「テンペスト」
 ソナタ第23番「熱情」
 ソナタ第28番　他

仲道郁代　ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ全曲演奏会
【 第３回】「 テンペスト～飛翔する幻想」

募 30 人 申込先 C

９月４日（日） 11 日（日）各 13：00
10日（土）18：00

KAAT 神奈川芸術劇場＜ホール＞
Ｓ席　会　員：7,500円
　　　同行者：9,000円（一般 10,000円）
[原作]久板栄二郎　[映画脚本]依田義賢　
[上演台本・演出]長塚圭史
出�演   江口のりこ　前田敦子／伊原六花　

前田旺志郎　大東駿介　北村有起哉
ほか

KAAT 神奈川芸術劇場プロデュース
ミュージカル『 夜の女たち』

締　切

7/31（日）

募 30 人 申込先 A

10 月 16 日（日）16：30
神奈川県民ホール　大ホール
全席指定　会　員：4,080円
　　　　　同行者：5,580円
　　　　　(一般　6,200円)

「オリビアを聴きながら」でデビュー以来、常に第
一線で活躍。CMソングや主題歌にもなった大ヒッ
ト曲の数々は、「CAT’ S　EYE」「悲しみがとまら
ない」「気ままにREFLECTION」など数多い。

ANRI LIVE 2022 ～ Wave ～

申込先 D

10 月 22 日（土）14：00/17：30
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
全席指定　会　員：2,820円
　　　　　同行者：4,320円
　　　　　(一般　4,800円)
政治、経済、事件、芸能などタイムリーな社会問
題を「笑いと批判」に変える！
ザ・ニュースペーパーのライブでしか見られない
コントもお楽しみに！

８月 12 日（金）13：00
神奈川県立音楽堂
全席指定　会　員：4,020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。　※公演時間約60分　※未就学児入場不可

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパー LIVE　2022

岸惠子スペシャルトークショー『 いまを生きる』

募 20 人

募 20 人

申込先 D

申込先 F

11 月８日（火）13：30
神奈川県立音楽堂
全席指定　会　員：3,000円
　　　　　同行者：4,500円（一般 5,000円）

曲目   X JAPAN：紅
 LUNA SEA：END OF SORROW
 GLAY：グロリアス　他

≪ DOS DEL FIDDLES ≫石田泰尚＆﨑谷直人

募 30 人 申込先 C

11 月 13 日（日）14：00
ヨコスカ・ベイサイド・ポケット
Ｓ席　会　員：1,740円
　　　同行者：3,240円（一般　3,600円）

出�演   柳家三三（落語）
 隅田川馬石（落語）
 桧山うめ吉（俗曲）
共に落語界の次代を担う二枚看板の競演

ベイサイド・ポケット寄席
柳家三三・隅田川馬石　二人会

募 20 人 申込先 B

芸術鑑賞（補助）芸術鑑賞（補助）
次の公演の鑑賞券を振興会が一部補助（会員のみ）します。

募 20 人

締　切

7/31（日）

締　切

8/12（金）
締　切

8/12（金）

締　切

8/12（金）
締　切

8/22（月）

締　切

8/22（月）
締　切

8/5（金）

締　切

7/24（日）
締　切

7/24（日）

7/20（水）より受付開始

©2022 Summit Entertainment, 
LLC. All Rights Reserved.
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会員（補助）とその同行者

【申込先】
A
往復

はがき

（公財）神奈川芸術文化財団
問：045-633-6520

　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、セブンイレブンのいずれかで現金またはク
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281
　　　　神奈川芸術文化財団
　　　　神奈川芸術劇場　大沢・清水宛

D
電話

Ｒｏ－Ｏｎチケット
問：047-365-9960
(月･水･金10:00 ～ 18:00)
※祝日・休業日を除く

　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。
　締切後、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

B
電話

（公財）横須賀芸術文化財団
問：046-828-1616

　電話で共通事項を伝えて申込み。
　申込後、「郵便振替払込書」が届くので、１週
間以内にチケット代金を振込。入金確認後、チ
ケットが到着。
※先着順です
※未就学児童入場不可

申込 		☎	046-828-1616
												（平日10：00	～	18：00）
　　　　休館日：毎月第二水曜日

E
往復

はがき

帝国劇場
問：03-3216-2008
（平日9：30～ 18：00　土日祝休）

　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、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、２週間前までにチケットが到
着。
※未就学児童入場不可

申込 		〒100-0005
　　　　東京都千代田区丸の内3-1-1
　　　　帝国劇場　小林宛

C
はがき

神奈川芸術協会
問：045-453-5080

　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

F
往復

はがき

サンライズプロモーション東京
問：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、２週間前までにチケットが到
着。
※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

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・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。A ～ Fに直接
申込みをしてください。

※切り取るかコピーをし、はがき
に貼ってお使いください。

※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。

※会員番号の記載がない場合は
同行者料金になります。

[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、未就学児童の入場ができない場合があります。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。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。
※公演によって、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。
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次の各公演をあっせん価格でご案内します。

申込方法を確認のうえ、各団体や施設に直接申込みください。※会員、同行者ともに同一料金です。（チケット料金の他に送料
や手数料がかかる場合があります。）

芸術鑑賞（あっせん） 会員とその同行者

９月 19 日（月・祝）12：30
21 日（水）13：30

Bunkamura シアターコクーン（渋谷）
Ｓ席　平　日：7,840円
　　　土日祝：8,820円

　（一般 9,800円）

申込先

ア

『 血の婚礼』

申込先

イ

音楽堂ヘリテージ・コンサート
スティーヴン・イッサーリス　チェロ・リサイタル
９月 17 日（土）15：00
神奈川県立音楽堂

Ｓ席 5,400円
（一般 6,000円）

９月３日（土）17：30
よこすか芸術劇場

全席指定 6,120円
（一般 6,800円）

申込先

ウ

40th Anniversary
稲垣潤一コンサート 2022

９月４日（日）16：30
横浜・関内ホール 大ホール

全席指定 5,400円
（一般 6,000円）

申込先

ウ

KAORI PARADISE 2022

10 月 8 日（土）13：30
9 日（日）13：30

神奈川県民ホール　大ホール
S席 9,000円

（一般 10,000円）

申込先

イ

フィリップ・グラス／ロバート・ウィルソン
「 浜辺のアインシュタイン」

10 月１日（土）17：00
神奈川県立音楽堂

S席 5,400円
（一般 6,000円）

申込先

イ

音楽堂ヘリテージ・コンサート　クロノス・クァルテット テリー・ライリー
　《 サン・リングズ》 日本初演

９月 18 日（日）13：30
鎌倉芸術館　小ホール

全席指定 4,050円
（一般 4,500円）

申込先

ウ

中澤卓也　ふれあいコンサート 2022
－輝くダイヤモンド・ミラクルボイス－

10 月 23 日（日）12：00
25 日（火）12：00
27 日（木）12：00

明治座

Ｓ席 10,000円
（一般 12,500円）

申込先

エ

羽世保スウィングボーイズ

ア
電話・
インター
ネット

ホリプロチケットセンター
☎03-3490-4949
(平日11:00 ～ 18:00/土日祝休)
ＰＣ:「ホリプロステージ」

電話で『神奈川県教育福祉振興会会員』と伝え
る。
インターネットでチケット購入画面にアクセ
スし、『ID：kyo-f、パスワード：ticket』を入力。
画面に従って購入。

エ
往復

はがき

明治座
☎03-3660-3941
〒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

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

イ
窓口・電話・
インター
ネット

チケットかながわ
☎0570-015-415(10:00 ～ 18:00)
https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/

窓口申込
・神奈川県民ホール(10：00 ～ 18：00)
・KAAT神奈川芸術劇場(10：00 ～ 18：00)
・神奈川県立音楽堂（13：00 ～ 17：00 月休）
電話
・『神奈川県教育福祉振興会』会員と伝えて申込。
インターネット
・チケットかながわにアクセスし、『ID：kyouiku、
パスワード：kyouiku8325』を入力。

ウ
電話

Ro-Onチケット
☎047-365-9960
（月・水・金10:00 ～ 18:00）
※祝日･休業日を除く

電話で、『ふれあいを見た』と伝える。
受取は、郵送で代金引換・着払い〈送料別途〉
500円が必要。
※申込後のキャンセルや変更、紛失による再発行
不可
※会場内での飲食、写真撮影、録音、録画等禁止
※車いす席希望の方は予約時に申し出
※未就学児童の入場不可
※9/4岸谷香公演は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。）

・	 	公演によって、「大人・子供」、「平日・土
日祝」などで料金が異なる場合がありま
す。

・	 	応募後のキャンセル・変更はできません。
必ず行ける方のみ申込してください。

・	 	定員になり次第、受付を終了します。既
に購入済の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。

[ 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。

ご案内

9月20日（火）締切


