
前号の
感想

　
イ
ベ
ン
ト
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が
再
開
し
、
み
な
さ
ん
の
仕
事
や
私
生
活
が
充
実
す
る
こ
と
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

会員とその同行者
芸術鑑賞

芸術鑑賞芸術鑑賞

劇団四季ミュージカル『アナと雪の女王』
11/30（水）締切

ミュージカル『東京ラブストーリー』
11/16（水）締切

２月４日（土） 11日（土） 各17：00
２月５日（日） 12日（日） 各12：30
NOMURA野村証券ミュージカルシアター
JR東日本四季劇場[春]
Ｓ席　
土曜日　会　員：  8,517円
　　　　同行者：12,017円（一般 12,650円）
日曜日　会　員：  9,562円
　　　　同行者　大　人：13,062円（一般 13,750円）
                        子ども： 6,875円（一般   6,875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歳以上入場不可。３愛以上有料（膝上観劇不可）

12月３日（土） 17：30　空
      11日（日） 12：30　海
東京建物 Brillia HALL（池袋）

Ｓ席　会　員：  6,850円
　　　同行者：10,350円（一般 11,500円）

【空キャスト】柿澤勇人 笹本玲奈 廣瀬友祐 
                  夢咲ねね

【海キャスト】濱田龍臣 唯月ふうか
                  増子敦貴（GENIC） 熊谷彩春

［募］各50人	 申込先	🅰 ［募］20人	 申込先	🅱
ミュージカル『スクルージ～クリスマス・キャロル～』

11/21（月）締切
新春浅草歌舞伎

11/30（水）締切
12月17日（土） 12：30
      21日（水） 18：00
日生劇場
Ｓ席　
平　日　会　員：  6,700円
　　　　同行者：  9,200円
土日祝　会　員：  6,850円
　　　　同行者：10,350円（一般 11,500円）

［出演］市村正親
　　　武田真治 相葉裕樹 実咲凜音 安崎 求
　　　愛原実花 今 陽子 今井清隆 ほか

１月７日（土） 第２部  15：00
１月15日（日） 第１部  11：00
浅草公会堂
１等席　会　員：5,500円
　　　　同行者：8,000円（一般 9,500円）

［出演］尾上松也、中村歌昇、坂東巳之助、坂東新悟、
　　  　中村種之助、中村隼人、中村橋之助、中村莟玉
　　　  ほか
※演目・出演者情報は松竹公式サイトでご確認下さい。
※未就学児は満4歳以上よりお1人様につき1枚切符が
　必要です。［募］20人	 申込先	🅱 ［募］各20人	 申込先	🅲

ミュージカル『太平洋序曲』
12/20（火）締切

舞台『キングダム』
11/30（水）締切

３月25日（土） 13：00
      28日（火） 18：30
日生劇場
Ｓ席　25日 会　員： 9,000円
　 　　　　同行者：12,500円
　　　28日 会　員： 8,000円
　　　　　 同行者：11,500円（一般 13,500円）

［出演］25日 山本耕史／廣瀬友祐／立石俊樹
　　　28日 山本耕史／海宝直人／
　　　　　 ウエンツ瑛士　ほか
今、この時代に、ニッポンが世界と出会ったあの時へ！

２月23日（木・祝） 18：00
      25日（土）      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］三浦宏規(25日)／高野洸(23日）、小関裕太、
川島海荷(25日)／華優希(23日)、美弥るりか、
有澤樟太郎(23日)／梶裕貴(25日)、
鈴木大河(IMPACTors／ジャニーズJr.)(23日)／
神里優希(25日)、早乙女友貴、元木聖也、朴璐美(23日)
／石川由依(25日)、小西遼生、山口祐一郎　ほか［募］20人	 申込先	🅳 ［募］50人	 申込先	🅴

ミュージカル『SPY×FAMILY』
12/15（木）締切

ミュージカル『チェーザレ 破壊の創造者』
12/8（木）締切

日程は申込先のURL・QRコードから
確認ください。
帝国劇場

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

［出演］森崎ウィン／鈴木拡樹（Wキャスト）、
　　　唯月ふうか／佐々木美玲（Wキャスト）
　　　ほか

１月14日（土） 15日（日）
      22日（日） 28日（土） 各12：00
明治座

Ｓ席　会　員： 6,900円
　　　同行者：10,400円（一般 13,000円）

［出演］中川晃教／橘ケンチ（EXILE）／
　　　藤原正明／今拓哉／丘山晴己／
　　　横山だいすけ／岡幸二郎／
　　　別所哲也　ほか［募］30人	 申込先	🅴 ［募］20人	 申込先	🅵

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+ サイト内の鑑賞チケットは申
込先等が異なりますのでご注意ください。本案内は 19 頁～ 21 頁案内のみ対象です。※応募多数の場合は抽選

 ▪申込み後のキャンセル・変更は出来ません。確実に当日の観劇が可能な方のみ申込みしてください。
 ▪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。

【重要】確実に当日の鑑賞が可能な方のみ申込みしてください。申込後のキャンセルや枚数変更はできません。
　毎回多くの方に利用いただきありがとうございます。沢山の方に利用いただく一方で、残念ながら自己都合により代金振込やチケット引取を
せず、無断キャンセルをする会員がいる状況です。申込状況によっては、やむを得ず抽選とする場合もあり、他の希望者への迷惑行為になります。
以前からキャンセルや変更不可の旨を案内していますが、再度ご案内をよくお読みいただき申込みください。ご協力をお願いいたします。
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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》11/25（金）締切

ウィーン弦楽合奏団 クリスマス／アヴェ・マリア
 11/25（金）締切

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）

ベートーヴェンが音楽の中に書き記した未来
への歩み！

［曲目］ソナタ第6番、ソナタ第17番「テンペスト」、
　　　ソナタ第23番「熱情」、ソナタ第22番、
　　　ソナタ第28番　

12月10日（土） 11：30／15：00
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）
音楽の都ウィーンから、心あたたまるアヴェ・
マリアの調べ！

［曲目］ J.Sバッハ（グノー）、シューベルト、
カッチーニ：3大アヴェ・マリア、J.Sバッハ：
G線上のアリア、ヴィヴァルディ：「四季」より
冬、マスネ：タイスの瞑想曲　他［募］30人	 申込先	🅶 ［募］各回30人申込先	🅶

庄司紗矢香（ヴァイオリン）＆ジャンルカ・カシオーリ 
（フォルテピアノ）デュオ・リサイタル　11/25（金）締切

森麻季（ソプラノ）のクリスマス＆オペラ 12/2（金）締切
東京交響楽団クリスマスコンサート 2022　

12月11日（日） 14：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　会　員：5,150円
　　　同行者：7,650円（一般 8,500円）
7年ぶりのデュオが切り拓く新たなる世界へ
の飛翔！

［曲目］モーツアルト：
　　　ヴァイオリン・ソナタ第34番、第42番
　　　ベートーヴェン：
　　　ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」　他

12月18日（日） 14：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　会　員：3,350円
      　同行者：5,850円（一般 6,500円）
心に響く、清らかなソプラノ…森麻季が横浜
のクリスマスを彩る！

［曲目］グノー：宝石の歌、ドヴォルザーク：
月に寄せる歌、ベッリーニ：清らかな女神、
マスカーニ：アヴェ・マリア、
アダン：オー・ホーリー・ナイト　他　［募］30人	 申込先	🅶 ［募］30人	 申込先	🅶

第九　ウクライナ国立歌劇場
 12/9（金）締切

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団 12/9（金）締切
ウィンナワルツ・ニューイヤーコンサート　

12月28日（水） 14：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　会　員：9,500円
      　同行者：13,000円（一般 15,000円）

明日への希望、音楽の力に圧倒される「第九」！
［曲目］ベートーヴェン：「エグモント」序曲、
ベートーヴェン：交響曲第9番“合唱付き”

１月３日（火） 15：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　会　員：5,600円
　　   同行者：8,100円（一般 9,000円）
横浜みなとみらいホール2023オープニング・
コンサート14時30分頃より中華獅子舞のパ
フォーマンス有！

［曲目］春の声／ウィーンの森の物語／
「ヴェネツィアの一夜」序曲／
ハンガリー万歳！／美しく青きドナウ　他［募］30人	 申込先	🅶 ［募］30人	 申込先	🅶

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ
宮殿祝賀コンサート 　　　　12/9（金）締切

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ
ニューイヤーコンサート！　　　     12/9（金）締切

１月５日（木） 13：00
横浜みなとみらいホール

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

胸躍るシュトラウスの音楽で甦るきらびやか
なウィーン舞踏会の世界！

［曲目］皇帝円舞曲／トリッチ・トラッチ・ポルカ
／アンネン・ポルカ／春の声／「こうもり」より
序曲／美しく青きドナウ　他

１月８日（日） 14：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　会　員：4,520円
　　　同行者：7,020円（一般 7,800円）
銀幕の感動を映像とともに楽しむ名曲の
数々！

［曲目］風と共に去りぬ／ジェームズ・ボンド
メドレー／タイタニック／ミッション・イン
ポッシブル／マイ・フェア・レディ／ローマの
休日／スタンド・バイ・ミー　他　［募］30人	 申込先	🅶 ［募］30人	 申込先	🅶

小山実稚恵（ピアノ）＆秋山和慶（指揮）  12/9（金）締切
東京交響楽団ニューイヤーコンサート 2023

樫本大進（ヴァイオリン）＆エリック・ル・サージュ（ピアノ）　
デュオ・リサイタル　　　　　  　　　12/9（金）締切

１月９日（月･祝） 14：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　会　員：3,350円
　　　同行者：5,850円（一般 6,500円）
リニューアルオープンの横浜みなとみらいホー
ルで3年ぶりの開催！

［曲目］
J.シュトラウスⅡ：ワルツ「春の声」、
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番、
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」

２月４日（土） 14：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　会　員：4,700円
　　　同行者：7,200円（一般 8,000円）
シューマン＆ブラームス全曲ヴァイオリンチ
クルスVol.1

［曲目］シューマン：
ヴァイオリン・ソナタ第1番、第3番
ブラームス：
ヴァイオリン・ソナタ第2番、第3番　［募］30人	 申込先	🅶 ［募］30人	 申込先	🅶
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C×C　作曲家が作曲家を訪ねる旅Vol.4
酒井健治×ジェルジ・リゲティ［生誕100年］ 12/10（土）締切

布施明 AKIRA FUSE LIVE TOUR 2022-2023
よみがえれ 昔日（せきじつ）の情熱 12/9（金）締切

１月14日（土） 15：00
神奈川県民ホール　小ホール
全席指定　会　員：2,100円
　　　　　同行者：3,600円（一般4,000円）

［出演］上野由恵（フルート）、金子亜未（オーボエ)、
亀井良信（クラリネット）、長哲也（ファゴット）、
福川伸陽（ホルン）、三浦友理枝（ピアノ）、
田中翔一朗（ピアノ）、中田恵子（オルガン）

［曲目］ジェルジ・リゲティ：ヴォルミナ、酒井健治：
「ピアノのための練習曲」より新作（神奈川県民ホー
ル委嘱作品・初演） 　ほか

１月29日（日） 17：00
神奈川県民ホール　大ホール

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

表現力豊かな歌声で圧倒的な歌唱力を誇る。
君は薔薇より美しい、シクラメンのかほり、霧
の摩周湖、マイウェイなどのヒット曲から、カ
ンツォーネやオペラ名曲のカバーなど、今も
なお新しい挑戦を続ける。［募］20人	 申込先	🅷 ［募］20人	 申込先	🅸

星の王子さま　サン＝テグジュペリからの手紙 
12/12（月）締切

Daiwa House PRESENTS 11/30（水）締切
熊川哲也 Kバレエ カンパニー「くるみ割り人形」

１月21日（土） 15：00
　　22日（日） 14：00
　　28日（土） 14：00
KAAT神奈川芸術劇場〈ホール〉
全席指定　Ｓ席　会　員：2,810円
　         　　　　同行者：5,310 円（一般 5,900 円）

［演出・振付・出演］森山開次
［出演］アオイヤマダ　小㞍健太　酒井はな　
　　　 島地保武 / 坂本美雨　ほか
選りすぐりのダンサーとアーティストがダンスで
紡ぐ『星の王子さま』の世界。待望の再演。
※ 3 歳以下入場不可

12月15日（木） 18：30
      17日（土）18日（日） 各13：00
Bunkamura オーチャードホール
Ｓ席　会　員： 6,900円
         同行者：10,400円（一般 13,000円）
15日/18日 成田紗弥　石橋奨也　ほか
17日 岩井優花　堀内將平　ほか
※熊川哲也は出演致しません　
※4歳以下入場不可（15日/18日）　
※3歳以下入場不可（17日）
クリスマス最高の奇跡が今年もまた！［募］30人	 申込先	🅹 ［募］30人	 申込先	K

鼓童ワン・アース・ツアー2022 ～ミチカケ　
 11/30（水）締切

ミュージカル『ダブル・トラブル』 2022～2023冬
チーム D、E　　　　　　 12/12（月）締切

12月18日（日） 16：00
昭和女子大学 人見記念講堂
全席指定　会　員　3,000円／1,500円（U25）
   　　　　同行者　5,500円／3,000円（U25）
　　　　　（一般：6,000円）
　　　　　（U25［25歳以下対象］：3,000円）
[出演]太鼓芸能集団 鼓童　
[演出]船橋裕一郎　[音楽監督]住吉佑太
森羅万象、煌めきの音。全曲新作でお届けする「ミチカケ」。
今冬、世界初演となる舞台をどうぞお見逃しなく！

1月4日（水） 18：30
1月7日（土） 17：00
1月9日（月・祝） 14日（土）各12：30
自由劇場
全席指定　会　員：4,600円
　            同行者：7,100円（一般 8,800円）
[脚本･作詞･作曲]
ボブ・ウォルトン＆ジム・ウォルトン
[演出]ウォーリー木下
[出演]浜中文一　室龍太／上口耕平　水田航生
ハリウッド映画の裏側を極上の笑いと歌とダンスで綴るミュー
ジカル・コメディ！好評にお応えし、新たなキャストで再々上演！［募］20人	 申込先	K ［募］20人	 申込先	K

ダイハツ アレグリア - 新たなる光 - 東京公演
 12/20（火）締切

ブロードウェイミュージカル『MEAN GIRLS』
 12/20（火）締切

2月26日（日） 11：30
3月18日（土） 15：30
3月21日（火・祝） 15：30
3月31日（金） 18：30
お台場ビッグトップ
ＳＳ席　
平　日　会　員：5,500円
　　　　同行者：8,000円 ※大人･子ども同一料金
　　 （一般大人 12,800円 子ども 8,800円）
土日祝　会　員：8,300円
　　　　同行者：大　人：11,800円（一般 13,800円）
　　　　　　　　子ども：  9,800円（一般   9,800円）
※子ども（3歳～小学生）料金の適用は土日祝のみ。

2月6日（月） 18：00
    8日（水） 18：00
東京建物 Brillia HALL
Ｓ席　会　員： 8,000円
         同行者：11,500円（一般 13,500円）
[演出･上演台本･訳詞]小林香
[出演]生田絵梨花 田村芽実 石田ニコル 内
藤大希 松原凜子 松田るか 小野塚勇人（劇団 
EXILE） 中谷優心／ 黒須洋嗣／壮一帆 ほか
生田絵梨花初単独主演！
トニー賞最多の12部門でノミネート！
ガールズパワーあふれるミュージカル！［募］80人	 申込先	K ［募］20人	 申込先	K

©Maxime	Lenik

©Jin	Kimoto ／ Hidemi	Seto

酒井　健治

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。
▪応募後の取消や受付内容変更は出来ません。当日の観劇が可能な方のみ申込みしてください。
　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。
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■🅰
劇団四季
劇団四季東京営業部　鏡谷･長谷川宛
TEL：0570-008-110　＃４
※着信後“４”を押す

■🅱
ホリプロ
TEL：03-3490-4949

（平日11：00～18：00 土日祝休み）
■🅲

株式会社ジオ・ブレーン
TEL：045-565-9925

（全日10:00～18:00　土日祝休み）
※TELでの申込はできません

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、12月16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-23frozen

メールで件名「東京ラブストーリー申込み」
または「スクルージ申込み」、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

メールまたはＦＡＸで共通事項と振興会の
会員であることを記載し申込み。
締切後、レターパックライトで振込用紙と
チケットを送付します。（振込手数料は自己
負担）別途チケット送料500円。
※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。

［申込］メール　ticket＠geobrm.co.jp
　　　FAX     045-565-9926

■🅳
梅田芸術劇場劇場
TEL：0570-077-039

（10：00～18：00）
■🅴

帝国劇場
TEL：03-3216-2008

（平日9:30～18:00　土日祝休）
■🅵

明治座
明治座営業部　五十嵐宛
TEL：03-3660-3941

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
※未就学児童入場不可

［申込］〒100-0005
　　　　東京都千代田区丸の内3-4-1
　　　　新国際ビル３F
　　　　梅田芸術劇場　太平洋序曲係

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。

（手数料は自己負担）
入金確認後、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/gUcbBLeQ8
hq6xfCm9

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

■🅶神奈川芸術協会
TEL：045-453-5080 ■🅷チケットかながわ

TEL：0570-015-415(10:00～18:00) ■🅸
Ｒｏ－Ｏｎチケット
TEL：047-365-9960

（平日10:00～18:00/土曜10：00～14：00）
※日曜祝日は休業

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

下記URLまたはQRコードにアクセスし、
以下の専用ID、パスワードで抽選申込。
ID：kenkyoho、パスワード：composers2023
申込締切後、12/20（火）までに当落通知の
メールが届くので、当選者は案内に沿って支
払い・チケットの引取。未就学児入場不可。
※お支払・引取方法によって手数料が異な
ります。
※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。

［申込］https://www.s2.e-get.jp/
kaat/pt/?s=23114SH

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　※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
　　　（平日10:00～18:00/土曜10：00～14：00）
　　　※日曜祝日は休業

■🅹（公財）神奈川芸術文化財団
TEL：045-633-6520 ■K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、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枚が別途必要。

［申込］〒231-0023
　　　横浜市中区山下町281
　　　神奈川芸術文化財団
　　　KAAT神奈川芸術劇場　大沢・清水宛

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
や会場精算を行います。

［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

申込先
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