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　本展では、信長・秀吉・家康・篤姫など歴史上の著名人が着用したきものや尾形光琳直筆の小袖に加
え、「観楓図屛風」　「婦女遊楽図屛風（松浦屛風）」など、きものが描かれた国宝の絵画作品、さら
に現代デザイナーによるきものなど200件以上の作品を一堂に展示します。800年以上を生き抜き、今
なお新たなファッションシーンを繰り広げる「きもの」を、現代を生きる日本文化の象徴として、展覧
し、その過去・現在・未来を見つめる機会とします。

特別展　「きもの　KIMONO」

４月１４日（火）から６月７日（日）まで　

東京国立博物館　平成館 (東京・上野公園)

一　般　１,１００円　（当日券　１,７００円）　

●ゆう窓口　　　　　　　　　　　５月１５日（金）まで
●ハガキ・FAX・ホームページ　　５月１５日（金）午後 5時必着
●一会員５枚まで　　㊟ 完売をもって販売終了　㊟ 申込後のキャンセルはできません。

○午前９時30分～午後５時（ただし、金・土曜日は午後９時まで）　
※入館は閉館の３０分前まで
○休館日　月曜日　※ただし、５/４（月・祝）は開館
○前期後期で展示替えがあります。後期５/１２（火）～６/７（日）
※中学生以下は無料
※障がい者手帳をお持ちの方とその介護者１名様は無料（入館の際に障
　がい者手帳などをご提示ください）

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

おがたこうりん

ふじょゆうらくずびょうぶかんぷうずびょうぶ

感動と高揚。奇跡を起こす驚異の世界へようこそ。

開催日時 ５月２４日（日）　午後１時開演

積水ハウスミュージカルシアター四季劇場【夏】（大井町）

販売価格

会　　場

大人　１８枚　子ども　７枚　一会員４枚まで

４月２４日（金）午後５時必着

ハガキ／ＦＡＸ／ホームページで会員番号、会員氏名、チケット名、券種（大人または
子ども）および枚数、送付先（自宅または勤務先）を明記してお申込みください。

募集人員

申込方法

申込期限

そ の 他

劇団四季ミュージカル　「ライオンキング」劇団四季ミュージカル　「ライオンキング」

Ｓ席指定大人　　９,５００円
Ｓ席指定子ども　４,５００円

●申込多数の場合には抽選です。当落については４月２７日（月）午後以降電話にてご照会く
　ださい。なお、　　から当落の連絡はいたしません。
●当選された方には５月上旬頃までに到着するようにチケットを発送します。到着後１週間以
　内に同封の払込取扱票にてチケット代をお支払いください。また、ご不在により、郵便局が
　持ち帰った場合、郵便局が指定した期日までに必ず受け取ってください。
●２枚以上でお申し込みの場合、座席が前後または通路を挟む場合があります。ご了承の上、
　お申し込みください。

（一般価格　１１,０００円）

（一般価格　　５,５００円）
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東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット

指定席A・指定席B  日程表

Ａ：指定席A　　　　１セット（２席）　９,６００円
Ｂ：指定席B　　　　１セット（２席）　６,８００円
今シーズンは「指定席A」２セット、「指定席B」１セットの保有です。
座席表は「利用ガイド２０２０」P４１でご確認ください。
同日の試合　　　一会員１セット（２席）とします。
①氏名・会員番号　②開催日　③希望の座席名（Ａ または Ｂ）
④チケットの送り先（自宅または事業所） ⑤日中連絡のつく電話番号
郵送・FAX及びホームページ共　４月３０日（木）　午後５時必着です。
５月中旬より順次発送の予定

◎料　金

◎枚　数
◎申込み

◎締　切
◎発　送

日　　程

対　　戦

開始時間

日　　程

対　　戦

開始時間

日　　程

対　　戦

開始時間

楽天

ヤクルト

１

１

午後６時

木

午後６時

午後２時

午後２時

５／２６
（火）

楽天

午後６時

５／２７
（水）

楽天

午後６時

５／２８
（木）

西武

午後６時

６／２
（火）

西武

午後６時

６／３
（水）

西武

午後６時

６／４
（木）

日本ハム

午後６時

６／５
（金）

日本ハム

午後２時

６／６
（土）

６／７
（日）

（土）
８／１５

４／３０

日本ハム

午後６時

６／２３
（火）
DeNA

午後６時

６／２４
（水）
DeNA

午後６時

６／２５
（木）
DeNA

午後６時

７／１０
（金）
ヤクルト

午後２時

７／１１
（土）
ヤクルト

午後２時

７／１２
（日）
ヤクルト

午後６時

８／１４
（金）
中日

中日

午後１時

（日）
８／１６

中日

午後６時

（火）
８／１８

阪神

午後６時

（水）
８／１９

阪神

午後６時

（木）
８／２０

阪神

●同日試合の重複申込はできません。
　（同日以外の試合は申し込めますが、当選した場合は、すべて購入していただきます。）
●申込みが多数の場合は抽選となります。【落選の通知は致しません】
●締切り後の当選したチケットの変更やキャンセルはできません。     

　第１弾に引き続き「巨人戦チケット」を販売いたします。         
本年度からは東京ドーム巨人公式戦観戦プランによる販売とします。それに伴い、従来のビームシート
を指定席A、また、従来のスカイ4を指定席Bに変更しました。         
以上の変更をご理解いただきまして、 会員やご家族の皆さまでお楽しみください。         

申し込み
の注意点

東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット（前回募集分）
◆随時受付中　（先着順）日　　程

対　　戦

開始時間

指定席A

指定席B
券
種

※原稿締切の都合で、受付開始日にチケットの無いものもあります。

◎料　金　A：指定席A
　　　　　B：指定席B
◎枚　数　同日の試合　一会員１セット（２席）とします。
◎注　意　申込み後のキャンセルや変更はできません。

第２弾！第２弾！東京ドーム　プロ野球巨人戦チケット

※３月２６日現在の残券情報です

※
※

新型コロナウイルス蔓延拡大防止のため、日程等が変更になる可能性があります！！★ ★



ー 11 ー

スポーツクラブ利用券　販売！
区内他６か所のスポーツクラブが利用できます。施設の詳細は利用ガイドブックをご覧ください。

販売期間

販売枚数

利用料金

申込方法
○窓口～会員証提示で購入できます
○ハガキ・ＦＡＸ・ホームページ～会員番号・氏名・利用施設名・枚数・送付
　先（自宅または勤務先）を明記

○ご利用は会員と家族のみです。他の人への譲渡はできません。
○ご購入後のキャンセル、再発行、払い戻しはできません。ご注意ください。
○利用内容によって別料金がかかる場合があります。施設にご確認ください。

○ダンロップスポーツクラブ綾瀬　　　　☎０３－３６９０－７９９７
　・営業時間　　平　　　　日 9：00～23：30／土曜日 9：00～21：00
　　　　　　　　日曜日・祝日 9：00～19：00
　・休 館 日　　毎週木曜日(祝日営業)　　　※利用は15歳以上（中学校卒業）
○セントラルフィットネスクラブ亀有　　☎０３－５６８０－０３０３
　・営業時間　　平　　　　日 10：00～23：00／土曜日 10：00～22：00
　　　　　　　　日曜日・祝日 10：00～19：00
　・休 館 日　　毎週月曜日　　　　　　　　※利用は16歳以上
○セントラルウェルネスクラブ西新井　　☎０３－５８８８－３５６１
　・営業時間　　平　　　　日 9：30～23：30／土曜日 10：00～21：00
　　　　　　　　日曜日・祝日 10：00～20：00
　・休 館 日　　毎週金曜日・季節休館日　　※利用は16歳以上
○セントラルフィットネスクラブ竹の塚　☎０３－５８５１－００５０
　・営業時間　　平　　　　日 9：00～23：00／土曜日 9：00～21：00
　　　　　　　　日曜日・祝日 10：00～19：00
　・休 館 日　　毎週月曜日・季節休館日　　※利用は16歳以上
○朝日スポーツクラブ〔BIG-S竹の塚〕　☎０３－５２４２－１３３１
　・営業時間　　平　　　　日 9：30～23：00／土曜日 9：30～22：00
　　　　　　　　日曜日・祝日 9：30～19：00
　・休 館 日　　毎週金曜日　　　　　　　　※利用は16歳以上
○ゴールドジム北千住東京　　　　　　　☎０３－５２８４－３６３６
　・営業時間　　平　　　　日 7：00～23：30／土曜日 7：00～23：30
　　　　　　　　日曜日・祝日 7：00～20：00
　　　　　　　　プール　平日・土曜日 10：00～23：00、日曜日10：00～20：00
　・休 館 日　　第３月曜日（祝日営業）　　※利用は16歳以上

それぞれ完売をもって終了

一施設　一会員　５枚まで（年度内）

一　枚　６００円　(ただしセントラル西新井７００円・ゴールドジム８００円）

施 設 名

そ の 他
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○表記料金には、税金・サービス料を含みます。
○メニュー内容は、季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。
○営業時間、価格帯において急遽変更させていただく場合があります。

写真は、イメージです

京王プラザホテル
新宿区西新宿2-2-1　　交通：都営大江戸線「都庁前駅」B1出口よりすぐ、新宿駅西口（JR・京王線・小田急線・地下鉄）徒歩５分

《予約先》03-3344-0111

利用期間　　４月１０日（金）～６月３０日（火）

ランチバイキング

○常時70種類以上のお料理とスイーツ各種をご用意、客席中央のライブキッチンではシェフが目の前で調理する新スタイル
　のブッフェレストラン。ソフトドリンク付き。

大　人（13歳～64歳)　3,300円（通常4,300円）
小ども（6歳～12歳)　 2,020円（通常2,800円）
幼　児（４歳～5歳）　 850円（通常1,500円）
※シニア（65歳以上）料金の優待設定はありません。

大人は平日料金に500円増し、小ども、幼児は400円増し。
GW祝日特別期間（５月２日から６日）は平日料金に
大人1,200円増し、小人900円増し、幼児700円増し。

レストラン名
券　種 区分 料　金

平日

土日
祝日

スーパーブッフェ　≪グラスコート≫　本館２階

○伝統を受け継ぎながらも親しみやすい本格広東料理をお楽しみください。

○スタイリッシュでシックな店内で料理長自慢の韓国料理をお楽しみください。

○季節ごとに厳選した旬の食材を落ち着いた店内でお楽しみください。

内　容 料　金

◇２名様以上でご利用ください。

飲茶ランチ 2,500円（通常3,200円）

（午前11時30分
　　　～午後2時30分）

（午前11時30分
　　　～午後2時30分）

コリアンダイニング　≪五穀亭≫　　南館２階

和食　≪かがり≫　　　　　　　　　本館２階

2,500円（通常3,600円）

2,700円（通常3,800円）

レストラン名

券　種

内　容 料　金券　種

内　容 料　金券　種

ラ ン チ

レストラン名

ランチ

レストラン名 中国料理≪南園≫　　　　　　　　　本館２階

ランチ
（午前11時30分

　　　～午後2時30分）

ディナー
（午後5時～午後9時）

平日（月～金９０分制）
11：30～13：00
13：30～15：00
土日祝日(110分制)
11：30～13：20
13：40～15：30
(土日祝日入れ替え制)

5,500円（通常7,000円）中国料理コース

（自宅または事業所）、

毎月、日本各地をテーマ
とした人気の彩り弁当

メインをお選び
いただけます。

玉手箱

プリフィックスランチ
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千代田区永田町2-14-3　　交通：東京メトロ銀座線・丸の内線「赤坂見附駅」10番出口より徒歩１分、半蔵門線・
有楽町線・南北線「永田町駅」8番出口より徒歩2分

港区高輪4-10-30　　　交通：JR「品川駅」高輪口の信号を渡ってすぐ

赤坂エクセルホテル東急 《予約先》03-3580-2331

品川プリンスホテル 《予約先》03-5421-1114

○和洋中の美食の数々をプレミアムブッフェでお楽しみください。

○幼児＝（３歳～未就学児）

○表記料金には、税金・サービス料を含みます。(ソフトドリンク付き)

○メニュー内容は、食材の仕入れ状況などにより変更になる場合があります。

○料理写真は、イメージです。

利用期間　　４月１０日（金）～６月３０日（火）

レストラン名 リュクスダイニング　≪ハプナ≫　　メインタワー１階

券　種 区 分 料　金

券　種 区 分 料　金

≪赤坂スクエアダイニング≫　　　　３階レストラン名

利用期間　　４月１０日（金）～６月３０日（火）

※混雑時は２部制でご案内します。

○グランエイジは６０歳以上､幼児は4歳以上就学未満児になります。　　○表記料金には、税金・サービス料を含みます。
○メニュー内容は、季節や仕入れ状況により変更になる場合があります。○ソフトドリンク付き。
○全席禁煙となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○料理写真はイメージです。

○大人　　　　　　４,６００円（通常　６,５００円）
○グランエイジ　　４,１５０円（通常　６,０００円）
○小学生　　　　　１,４００円（通常　２,５００円）
○幼児　　　　　　　 ５００円（通常　１,５００円）

ランチブッフェ
利用時間（二部制）

１部　11：30～13：00
２部　13：30～15：00

ディナーブッフェ
利用時間（120分制）
17：00～22：00

平日

土日
祝日

全日

平日

平日

土日
祝日

土日
祝日

全日

ランチ

ディナー

(90分・２部制)
①11：00～12：30
②13：30～15：00

(90分４部制)
①11：00～12：30
②11：30～13：00
③13：00～14：30
④13：30～15：00

（120分制）
17：30～22：00

(120分４部制)
①17：00～19：00
②17：30～19：30
③19：30～21：30
④20：00～22：00

○大人・グランエイジ　１,９００円（通常　３,３００円）

○大人　　　　　　２,７００円（通常　４,３００円）
○グランエイジ　　２,４００円（通常　３,８００円）

○小学生　　　　　１,０００円（通常　２,２００円）
○幼児　　　　　　　５００円（通常　１,３００円）

○大人　　3,685円（通常4,510円）
○小学生　2,640円（通常3,410円）
○幼児　　1,595円（通常2,310円）

○大人　　3,894円（通常4,730円）
○小学生　2,953円（通常3,740円）
○幼児　　1,908円（通常2,640円）

○大人　　5,879円（通常6,820円）
○小学生　3,580円（通常4,400円）
○幼児　　1,699円（通常2,420円）

○大人　　6,402円（通常7,370円）
○小学生　3,789円（通常4,620円）
○幼児　　2,222円（通常2,970円）
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観劇・コンサート観劇・コンサート
◆申込方法　　ハガキ／ FAX／ホームページよりお申込みください（２演目以上の申し込みはハガキ・
　　　　　　　FAXを別々にお書きください）。座席につきましては、種別のみで座席位置は決定しており
　　　　　　　ません。座席はご希望に添えない場合もあります。
◆注　　意　　公演日、公演時間が２つ以上ある演目は、必ず希望日（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　４月２４日（金）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に５月下旬までにチケットと振込用紙を簡易書留にて（公演日に間に合うよう）送
　　　　　　　ります。　　　から当落通知はいたしません。（当落のお問い合わせは５/１５以降にお願いします）
◆キャンセル　　締切後のキャンセル・変更はできません。また、発送したチケットは再発行できません。
◆託児サービス　　　　で販売した観劇・コンサートを鑑賞するために託児サービスを利用した場合に補助を
　　　　　　　します。詳しくは「　　 利用ガイド 2020」P38 をご覧ください。利用補助

２枚でお申し込みの場合、座席が前後または
通路を挟む場合があります。ご了承の上、お
申し込みください。

宝塚歌劇　月組公演

6/28（日）15：30
Ｓ席指定　8,000円

会場：東京宝塚劇場
　　（有楽町・日比谷）
枚数：40枚(一会員2枚まで）
＊3歳以上からチケットが必要。

出演：珠城りょう　美園さくら　ほか

JAPAN TRADITIONAL REVUE
『WELCOME TO TAKARAZUKA -雪と月と花と-』

©宝塚歌劇団
Photographer 下村一喜

ミュージカル

ミス・サイゴン
❶５/30（土）12：00　❷６/４（木）18：15
Ａ席指定　7,500円
（一般料金　9,500円）

会場：帝国劇場
　　（有楽町・日比谷）
枚数：各回10枚
＊未就学児入場不可

ミス・サイゴン－
　それは命をかけて貫いた愛。
出演：❶東山義久　高畑充希　ほか　❷市村正親　昆 夏美　ほか

新橋演舞場六月公演

６/６（土）11：30

会場：新橋演舞場
　　（東銀座・築地市場）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

一等指定　8,000円
（一般料金　11,500円）

出演・構成・演出：三宅裕司
出演：渡辺正行　ラサール石井　小倉久寛
　　　春風亭昇太　東 貴博（交互出演）　深沢邦之（交互出演）
ゲスト出演：紅 ゆずる　横山由依<ＡＫＢ48>　

ＴＨＥ東京喜劇！
三宅裕司率いる「熱海五郎一座」新橋演舞場シリーズ第７弾！
今年のゲストは、宝塚退団後初舞台の紅ゆずるとＡＫＢ48元総監督の横山由依。
おしゃれでクール、そして大爆笑の東京喜劇！お見逃しなく！

六月新派公演
小津安二郎・野田高梧「東京物語」より

＊未就学児入場不可

会場：三越劇場
　　（三越前）
枚数：6枚
　　（一会員2枚まで）

6/28（日）11：00
全席指定　6,000円（一般料金　9,000円）

世界中から愛される小津安二郎の不朽の名作を
山田洋次監督が脚本・演出を手掛け
演劇界に新風を吹き込んだ
感動の舞台『東京物語』
令和二年六月、あの感動がふたたび舞台によみがえる－
出演：水谷八重子　波乃久里子　大地康雄　ほか

文学座六月公演

昭和虞美人草
6/13（土）13：30

＊未就学児入場不可

会場：紀伊國屋サザンシアター
　　　TAKASHIMAYA（新宿）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

全席指定　4,000円
（一般料金　6,200円）

『殿様と私』と『再びこの地を踏まず－異説・野口英世物語－』で、極上のエンターテイメントを
送り出してきたマキノノゾミ×西川信廣コンビがみたびタッグを組みます。
明治維新というドラスチックな変化を経験した後の日本人像を描いた夏目漱石の「虞美人草」を翻
案、1970年代半ばの日本に置換え、錯綜する若者たちの姿の中に「普遍的な、何かとても大切な
こと」を描き出します。
作：マキノノゾミ　演出：西川信廣
出演：早坂直家　植田真介　斉藤祐一　細貝光司　上川路啓志　富沢亜古　伊藤安那　鹿野真央
　　　髙柳絢子　内堀律子

赤坂大歌舞伎 怪談 牡丹燈籠

３年ぶりに帰ってくる！赤坂大歌舞伎！
中村獅童が！中村勘九郎が！中村七之助が！
今まで見たことがない、新しい「怪談 牡丹燈籠」を創造する！
原作：三遊亭圓朝　脚本・演出：源 孝志
出演：中村獅童　中村勘九郎　中村七之助　ほか

＊未就学児入場不可

会場：TBS赤坂ACTシアター
　　（赤坂）
枚数：各回６枚
　　（一会員２枚まで）

❶５/18（月）13：00　❷５/21（木）13：00
Ｓ席指定　10,000円
（一般料金　13,500円）

ミュージカル
『ピガール狂騒曲』～シェイクスピア原作「十二夜」より～

（一般料金　9,500円）

東京喜劇 熱海五郎一座 東京物語
山田洋次 脚本・演出新橋演舞場シリーズ第７弾！！

Jazzyなさくらは裏切りのハーモニー ～日米爆笑保障条約～
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マシュー・ボーンの『赤い靴』

＊未就学児入場不可

（一般料金　13,500円）
Ｓ席指定　❶10,000円　❷11,000円
❶６/19（金）13：00　❷６/20（土）12：30 

会場：東急シアターオーブ（渋谷）
枚数：各回10枚（一会員2枚まで）

オリヴィエ賞２冠！！
英米の観客を魅了した愛と芸術のおとぎ話、
ついに日本へ。
演出・振付：マシュー・ボーン　出演：ニュー・アドベンチャーズ

＊４歳以下の乳幼児入場不可

会場：東京オペラシティ
　　　コンサートホール（初台）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

Ｓ席指定　6,000円
（一般料金　7,700円）

6/20（土）18：30

カペルマイスター：オリヴァー・シュテッヒ
予定曲目：メンデルスゾーン「真夏の夜の夢」より“ぼつぼつ模様の舌が二つのお蛇さん”
　　　　　コルテス シェリト・リンド　アメリカ民謡 幸せなら手をたたこう
　　　　　米津玄師 パプリカ　岡野貞一 ふるさと　
　　　　　J.シュトラウスⅡ 美しき青きドナウ　ほか

熱狂！ヤヴォルカイ兄弟

＊未就学児入場不可

会場：東京オペラシティ
　　　コンサートホール（初台）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

全席指定　3,000円
（一般料金　4,000円）

６/19（金）19：00

出　　演：シャンドル・ヤヴォルカイ(Vn)　アダム・ヤヴォルカイ(Vc)
　　　　　サンドロ・クトゥレーロ(Pf)
予定曲目：サラサーテ ツィゴイネルワイゼン　リスト ハンガリー狂詩曲 第２番
　　　　　モンティ チャルダッシュ　ピアソラ ブエノスアイレスの冬　ほか

＊未就学児入場不可

会場：東京国際フォーラム ホールＣ
　　（有楽町）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

Ｓ席指定　7,000円
（一般料金　8,500円）

５/29（金）19：00

アローン・アゲイン、クレアなど
数々の不朽の名作で知られるシンガー・ソングライター
「ギルバートのみ」のソロツアーが日本で初開催！
出演：ギルバート・オサリバン(Vo＆Key)　ビル・シャンリー(Gt)

BURN THE FLOOR

＊未就学児入場不可

会場：日本青年館ホール
　　（外苑前・国立競技場）
枚数：各回６枚（一会員2枚まで）

❶５/29（金）15：00　❷６/1（月）15：00 
Ｓ席指定　10,000円
（一般料金　12,500円）

「バーン・ザ・フロア」カンパニー待望の最新作！
“ロックとクラシックの融合”をテーマにスペシャル・ゲストシンガーに
　西川貴教を迎え、新たな歴史の１ページを刻む！
出演：バーン・ザ・フロア・カンパニー　スペシャル・ゲストシンガー：西川貴教   

～深呼吸したら思い出した…。ありがとうふるさと、ありがとう、あなた。～
倍賞千恵子コンサート2020 with 小六禮次郎

＊未就学児入場不可

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール（西新井）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

（一般料金　6,500円）Ｓ席指定　5,000円
6/21（日）16：00

女優であり歌手である倍賞千恵子と、詩情溢れる彼女の世界を最大限に引き出す、
ピアニストで作曲家そして倍賞千恵子のご主人でもある小六禮次郎のピアノ…。
夫婦ならではの息の合った、心温まるステージ。
あたたかく、やさしい充実のひとときを、ぜひお楽しみください。
出　　演：倍賞千恵子(Vo)　小六禮次郎(Pf)
予定曲目：下町の太陽　さよならはダンスの後に　さくらのバラード　忘れな草をあなたに　ほか

コンサートツアー2020福田こうへい

＊未就学児入場不可

会場：ギャラクシティ
　　　西新井文化ホール
　　（西新井）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

全席指定　5,500円（一般料金　6,800円）
6/30（火）18：00

抜群の歌唱力と温かい人柄で人気の、
民謡・歌謡界のプリンス・福田こうへいによるコンサート
出演：福田こうへい　バンド

木村 大×榊原 大

＊未就学児は入場不可

会場：かつしかシンフォニーヒルズ
　　　アイリスホール（青砥）
枚数：10枚（一会員2枚まで）

全席指定　3,500円
（一般料金　4,500円）

7/4（土）14：00

「トップランナー」「情熱大陸」で紹介されるほど鮮烈なデビューを飾ったトップギタリスト木村 大。
オンリーワンの存在感を放つピアニスト榊原 大。二人の情熱、技巧、感性の融合が描く新たな地平！
やさしく溶け合い、凛と響き合う情熱のステージをご堪能ください。

ウィーン少年合唱団
心癒される“天使の歌声”

世界的な人気と実力を誇る音楽大使が贈る夢のひととき

常識やぶりのテクニックで魅せる「超絶技巧」
ギルバート・オサリバン Japan Tour 2020

Just Gilbert ～ジャスト・ギルバート～

“Fascination”魅惑の名曲コンサート

出演：木村 大(Gt)　榊原 大(Pf)
予定曲目：ヴィヴァルディ:「四季」「夏」よりプレスト夏の嵐
　　　　　スペイン民謡:映画「禁じられた遊び」のテーマ　マンシーニ:映画「ひまわり」のテーマ
　　　　　モリコーネ:映画「ニュー・シネマ・パラダイス」のテーマ　ほか

ヴァイオリンとチェロ、2つのストラディバリウスが奏でる
ハンガリーの哀愁とジプシー音楽の情熱！！

※曲目、出演者は変更になる場合がございます。
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 検索エンジン（YAHOO!JAPAN・Google  等）で
『足立区　ゆう』を入れて検索！

まずはトップページ（右上の図）の『会員専用ページ』
の青色ボタンをクリック。なお、抽選結果はオレンジ色
の『当選結果』ボタンをクリックしてご覧いただけます。

①で青色ボタンをクリック後、会員専用ページ（右下の
図）へ移ります。Fromゆう最新号掲載の申込みは赤色
ボタン、他の販売中のチケット等の申込みは黄色ボタン、
健康診断・人間ドック利用承認書の申込みはいずれかの
緑色ボタンをクリックします。

②のボタンをクリック後、さらに画面が変わり、事業一
覧が表示されます。一覧の中から注文をしたい事業をク
リックすると枚数選択画面までジャンプ！→希望枚数を
選択→「カートに入れる」ボタンをクリック→内容確認
→会員情報入力→内容確認→送信の手順です。
※一部事業で専用入力フォームのため、上記手順と異なる場合があります。

①

②

③

【会員の皆さまへのお願い】
スマートフォン・パソコンに迷惑メール防止などをされている場合、
「ｙｕｕ－ｊｉｇｙｏ２＠ｙｕｕ．ｏｒ．ｊｐ」から自動返信されるメールの受信設定をお願いいたします。

ホームページ
マークのある事業は、『ゆう』ホームページからお申し込みができます。
パソコンはもちろん、スマホからでもOK!

『　　 』ホームページの探し方

『　　 』ホームページからのお申し込み方法

足立区　ゆう

『　　 』ホームページからお申込みができます！

こちらからでもどうぞ！

「ゆう」ホームページQRコード

新トップページ

会員専用ページ

①「会員専用ページ」
　　　　　　をクリック！

②新しく追加された
「会員専用ページ」です。
ご希望の事業をクリック
して先にお進みください。




