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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。

[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。

●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。社会情勢等を鑑み、十分に検討のうえ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。

３月 ５日（日） 11 日（土）
　　19 日（日） 26 日（日）各 12：00
明治座
Ｓ席　会　員：10,650円
　　　同行者：12,150円(一般 13,500円)

出演   松平健  コロッケ  久本雅美  檀れい
お江戸はサンバのリズムで大騒ぎ？！

明治座創業 150 周年記念前月祭
大逆転！ 大江戸桜誉賑　おおえど！かーにばる

募 20 人 申込先 F

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：4,800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ている。

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

募 20 人 申込先 D

１月９日（月・祝）14：00
横浜みなとみらいホール
Ｓ席　会　員：4,350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」

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

募 30 人 申込先 C

3 月 12 日（日）29 日（水）各 11：30
3 月 14 日（火）22 日（水）各 15：30
お台場ビッグトップ
ＳＳ席　平　日　会　員：6,500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）
　　　　日　曜　会　員：10,300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）料金の適用は日曜のみ。

ダイハツ アレグリア - 新たなる光 - 東京公演
締　切

1/16（月）

募 60 人 申込先 A

３月 14 日（火）
　　 22 日（水）各 14：00
日生劇場
Ｓ席　会　員：10,000円
　　　同行者：11,500円(一般 13,500円)
出演  14日松下優也　海宝直人　立石俊樹　

          22日山本耕史　海宝直人　ウエンツ瑛士 他
※両日とも終演後イベントあり。
　詳しくはホームページをご覧ください。

ミュージカル『 太平洋序曲』

申込先 E

２月 10 日（金）14：00
神奈川県民ホール　大ホール
Ｓ席　会　員：4,800円
　　　同行者：6,300円(一般 7,000円)

天性とも言える艶と張りのある声、抜群の
歌唱力は聴くものを魅了します。えん歌の
申し子　島津亜矢　が神奈川県民ホールに
て熱唱します！

島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー 2022 ～ 2023
 ～羽化～

募 20 人 申込先 D

１月３日（火）15：00
横浜みなとみらいホール
Ｓ席　会　員：6,600円
　　　同行者：8,100円（一般 9,000円）
オープニング・コンサート名物！
・中国獅子舞のパフォーマンス
・雅楽道友会による舞楽
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

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団
ウィンナワルツ・ニューイヤー・コンサート
横浜みなとみらいホール 2023 オープニング・コンサート

募 30 人 申込先 C

１月７日（土）15：00
よこすか芸術劇場
Ｓ席　会　員：2,550円
　　　同行者：4,050円（一般 4,500円）
演目   『若獅子』　『酒餅合戦』　『御柱祭』
出演   泉 徳保／市山松扇／猿若清三郎

　　　西川扇衛仁／西川大樹／花柳榮輔
　　　藤間勘護／藤間章吾／藤間仁凰
　　　若柳吉優／若柳里次朗

横須賀芸術劇場　2023 年迎春特別公演
日本舞踊家集団・弧の会「 コノカイズム」

募 20 人 申込先 B

募 20 人

締　切

12/11（日）

締　切

12/22（木）
締　切

12/22（木）

締　切

12/21（水）
締　切

1/11（水）

締　切

1/10（火）
締　切

2/1（水）



会員（補助）とその同行者

【申込先】

【その他】
□公演によって、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。

A
往復

はがき

チケットスペース
問：03-3234-9999

　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、チケットは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）

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

D
電話

Ｒｏ－Ｏｎチケット
問：047-365-9960
（平日10:00～ 18:00/土曜10:00～ 14:00)
※日曜祝日は休業

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

B
電話

(公財)横須賀芸術文化財団
申込 	046-828-1616

（10：00～ 18：00）
休館日：毎月第二水曜日・年末年始

　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

E
往復

はがき

梅田芸術劇場
問：0570-077-039
（10：00～ 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 		〒100-0005
　　　　東京都千代田区丸の内3-4-1
　　　　新国際ビル３階
　　　　梅田芸術劇場「太平洋序曲」係

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

明治座
問：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

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

（　　　　　）
　　　　　ー代 表 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。
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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

申込先

ア
申込先

ア

オルガン クリスマス コンサートKAAT 神奈川芸術劇場プロデュース
『 蜘蛛巣城』

２月 11 日（土・祝）14：30
狛江エコルマホール
 
全席指定　5,000円
      （一般 6,500円） 申込先

オ

jammin’ Zeb ジャミン・ゼブ 
コンサート ２０２３

２月 23 日（木 ･ 祝）18：00
24 日（金） 25 日（土） 26 日（日）各 14：00
東京文化会館 大ホール
Ｓ席　平　日　18,000円
　　　土日祝　19,000円
　（一般 平日　21,000円
　　　土日祝　22,000円）

12 月 29 日（木）15：00
神奈川県民ホール　大ホール

Ｓ席　7,200円　（一般 8,000円）
※未就学児入場不可

申込先

イ
申込先

ア

《 二期会創立 70 周年記念公演≫
東京二期会オペラ劇場『 トゥーランドット』

ファンタスティック・
ガラコンサート２０２２
～愛の花束～

神奈川県民ホール   年末年越しスペシャル

［指揮］

三ツ橋 敬子
［ソプラノ］

ゲキジョウシマイ

森谷 真理

［管弦楽］ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

お 取 扱 い
Box Office

［メゾ・ソプラノ］
ゲキジョウシマイ

鳥木 弥生

［テノール］

城　 宏憲
［バレエ］

上野 水香
（東京バレエ団）

［バレエ］

厚地 康雄
［バレエ］

ブラウリオ・アルバレス
（東京バレエ団）

［ヴァイオリン］

石田 泰尚

ファンタスティック・ガラコンサート202２ ～愛の花束～

ドリーブ：ドリーブ組曲
プッチーニ：オペラ《蝶々夫人》より  ほか

全席指定  S ￥8,000  Sペア ￥15,000  A ￥6,000  B ￥4,000  C ￥3,000  学生（24歳以下）￥2,000

●神奈川芸術協会 045-453-5080（平日10:00～18:00／土曜10:00～15:00） ●神奈川フィル・チケットサービス 045-226-5107（平日10:00～18:00） 
●チケットぴあ t.pia.jp/  ●イ―プラス eplus.jp  ●ローソンチケット l-tike.com

主催：神奈川県民ホール［指定管理者：公益財団法人神奈川芸術文化財団］
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）／独立行政法人日本芸術文化振興会

チケットかながわ  0570-015-415 （10:00～18:00）  https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/（24時間）

［お問合せ］
神奈川県民ホール事業課
TEL.045-633-3686

窓口：神奈川県民ホール／KAAT神奈川芸術劇場（10:00～18:00）／神奈川県立音楽堂（13:00～17:00／月曜休）

2022.12.29（木）15:00開演（14:00開場）

好評発売中

※就学前のお子様は、ご入場いただけません。
※やむを得ない事情により、公演内容が変更に

なる場合があります。
※学生、S席ペアは数に限りがあります。学生は

チケットかながわのみで取り扱います。
※演奏中はご入場いただけません。開演時間に遅

れた場合は、案内係の指示に従ってください。

 

©Hikaru.☆©Nobuhiko Hikiji©KENTARO MINAMI©Earl Ross ©タクミジュン ©Fukaya  Yoshinobu / auraY2

3 月 25 日（土）14：00
トッパンホール

全席指定　5,000円
       （一般6,000円）

申込先

イ

及川浩治ピアノ・コレクション
「 ラフマニノフ」

リサイタル in SPRING2023

12 月 28 日（水）14：00
横浜みなとみらいホール

Ｓ席　13,000円
 （一般 15,000円）

第九 ウクライナ国立歌劇場管弦楽団

ア
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	年末年始休)
https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/

窓 口 申 込	 ・神奈川県民ホール(10：00～ 18：00	年末年始休)		
	 ・KAAT神奈川芸術劇場（10：00～ 18：00	年末年始休）
	 ・神奈川県立音楽堂（13：00～ 17：00	月曜・年末年始休）
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。

イ
電話

チケットスペース
☎03-3234-9999（平日	10：00～ 12：00/13：00～ 18：00）

電話で、『ふれあいを見た』と伝える。
申込後、コンビニ専用払込用紙が届くので、期限内に入金する。入金後、ヤマト運輸
コンパクト便でチケット発送。
※詳細は申込時オペレーターが説明します。
※公演の詳細はホームページ（https://ints.co.jp）をご覧ください。

ウ
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
電話

神奈川芸術協会
☎045-453-5080
（平日	10：00～ 18：00/
土曜	10：00～ 15：00、日祝は定休）

　電話で「神奈川県教育福祉振興会会員」であること
を告げてください。
会員番号が必要となります。

オ
電話

Ro-Onチケット
☎047-365-9960
（平日	10：00～ 18：00/土曜	10：00～ 14：00）
※日曜祝日は休業

　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

２月 16 日（木）14：30
　 　18 日（土）13：30
日生劇場
出演：風間杜夫、濱田めぐみ ほか
Ｓ席 　平　日　10,400円
 　　　土日祝　11,700円
　　　　（一般 13,000円）

申込先

ウ

申込先

エ

ミュージカル
『 バンズ・ヴィジット 迷子の警察音楽隊』

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。確実に参加可能な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

12 月 24 日（土）15：00
神奈川県民ホール　小ホール

全席指定　3,150円（一般 3,500円）
学生券　　2,000円

（24歳以下）
※未就学児入場不可

２月 26 日（日）
３月 ４ 日（土）　５ 日（日）各 13：00
KAAT 神奈川芸術劇場＜ホール＞

Ｓ席　7,650円
　（一般 8,500円）
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