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９月３０日（水）から１１月２９日（日）まで　

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法

本展は、テューダー朝から現ウィンザー朝まで、5つの王朝の貴重なポートレート作品（絵画・写真等）約90
点が、世界屈指の肖像画専門美術館ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリーより来日。作品の魅力
と併せ、美しく気品に満ちた肖像画のモデルである王室の面々が辿った運命・・幾度となく映像化や舞台化
され、いつの時代も世界中を虜にする「英国王室の物語」を存分にお届けします。

ここに大きな滝の絵「青楓瀑布図」があります。江戸時代の絵師・円山応挙の名品として、その写実性も見
どころですが、この絵をどこに飾ると素敵か、そこがどんな空間になるかを想像するのも楽しみのひとつで
す。本展では、何をどう鑑賞したら良いのか悩める日本美術初心者に向け、教科書では教えてくれない日本
美術の面白さの一端をご案内します。

開催日時

会　　場

料　　金

そ の 他

申込方法
《エリザベス 2世》
　Queen Elizabeth II by Dorothy Wilding, 
　hand-coloured by Beatrice Johnson（1952）
　©Willian Hustler and Georgina Hustler/
     National Portrait Gallery

ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵

リニューアル・
　オープン記念展Ⅱ

♤KING&QUEEN展♢

「日本美術の裏の裏」

－名画で読み解く 英国王室物語－

○開館時間：午前１０時～午後5時　
　　　　　　※金曜日は午後８時まで。会期中無休。
　　　　　　※最終入館は、閉館の３０分前。
※今回は上記期間中、「10月平日入場可能券」「10月土日祝入場可能券」
　のみの販売。11月券12月券は10月号・11月号でご案内予定。

上野の森美術館（東京・上野公園）

一　般　　　平　日　１,６００円（定価　１,８００円）
　　　　　　土日祝　１,８００円（定価　２,０００円）

○ゆう窓口販売 　　　　　　10月27日（火）まで
○ハガキ/FAX/ホームページ　10月20日（火）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。
○希望券種「10月平日券」「10月土日祝券」を必ずご記入ください。

○ゆう窓口販売 　　　　　　11月27日（金）まで
○ハガキ/FAX/ホームページ　11月20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。 

事前に日時指定していただく必要はございませんが、１日の入場設定人数に達した場合は、ご入場いただけません。
会場混雑状況は本展HP (www.kingandqueen.jp)よりご確認の上、お出かけください。
なお、１０月中にご利用できない場合の払い戻しはできません。
※展覧会概要は、新型コロナウイルスの影響により、変更となる場合がございます。公式HPにて最新情報を必ずご
　確認ください。

１０月１０日（土）から１月１１日（月・祝）まで

※作品保護のため、会期中展示替えを行います。

青楓瀑布図　円山応挙
一幅　江戸時代　天明７年（1787）
サントリー美術館

サントリー美術館（東京ミッドタウン　ガレリア３F）

一　般　　９００円（当日券　１,５００円）

○午前１０時～午後６時　
※金・土、および１１月２日（月）、２２日（日）は午後８時まで開館
※いずれも入館は閉館の３０分前まで
○休館日　火曜日（ただし、１１月３日、２４日は午後６時まで開館）
※中学生以下無料　
※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と介護の方１名様のみ無料

※高校・大学生／小中学生の取り扱いはございません。
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“カラー写真のパイオニア”として、独自のアングルでニューヨークの日常を撮りつづけ、近年その魅力が再
評価された写真家ソール・ライター。2017年の回顧展で大きな話題を呼び、さらに2020年１月に「永遠のソ
ール・ライター」展を開催。新型コロナウイルスの影響で突然の閉幕を余儀なくされましたが、このたびアン
コール開催が決定となりました。

開催日時

会　　場

料　　金

申込方法
○ゆう窓口　　　　　　　　　９月２５日（金）まで
○ハガキ/FAX/ホームページ　９月１８日（金）午後５時必着　
○一会員５枚まで　　　㊟なくなり次第終了
　　　　　　　　　　

「私の写真が、人類の状況を改善することに貢献したことはないが、
誰かに喜びを与えているとは信じていたい。」　―ソール・ライター

永遠のソール・ライター
ニューヨークが生んだ伝説の写真家

アンコール
開　催
　　　

７月２２日（水）から９月２８日（月）まで　　

Bunkamura ザ・ミュージアム

※ゆうで、５００円の「当日引換補助券」を無料にて発券します。当日、会場窓口に、
　「当日引換補助券」を持参のうえ残金１,０００円をお支払いください。「当日引換
　補助券」のみではご入館いただけません。
※館内混雑の際にはご入館をお待ちいただく場合があります。

一　般　　１,０００円（当日券　１,５００円）

○午前１０時～午後６時　
※入館は閉館の３０分前まで
○休館日　9/8（火）
※土日祝日に限り【オンラインによる入場日時予約】
　が必要となります。 予約方法や最新の情報は展覧
　会HPにてご確認ください。

ソール・ライター《薄紅色の傘》1950年代、
発色現像方式印画
ⓒ Saul Leiter Foundation
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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。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、必ず希望日時（番号）をご記入ください。
◆締　　切　　９月２５日（金）　<午後５時必着>
◆通　　知　　当選者の方に10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。当落通知はいたしません。（当落のお問い合わせは10/１５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

あの「きかんしゃトーマス」たちがテレビからとびだした！トーマスと
パーシーがクリスマスの衣装でかめありにやってくるよ！クリスマスの
歌やトーマスのテーマソングで盛り上がろう！大きなスクリーンいっぱ
いの映像もお楽しみに。合言葉は「メリークリスマス！」

野田秀樹がシェイクスピアの喜劇「真夏の夜の夢」をダイナミックに翻案
し、潤色した戯曲をルーマニア演劇界の巨匠シルヴィウ・プカレーテ演出。
親交を深めてきた日本とルーマニアの鬼才がついに初タッグを組む！！

きかんしゃトーマス　クリスマスコンサート
ソドー島のメリークリスマス

11/21（土）15：00

会場：かめありリリオホール
　　（亀有）
枚数：10枚（一会員４枚まで）

（一般料金　3,000円）
全席指定　1,900円

東京芸術劇場30周年記念公演

真夏の夜の夢
❶10/28（水）14：00　❷10/29（木）19：00

＊未就学児入場不可

会場：東京芸術劇場
　　　プレイハウス（池袋）
枚数：各回６枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　8,500円）
Ｓ席指定　5,500円

女の一生
❶11/7（土）17：00　❷11/22（日）12：00

会場：新橋演舞場（東銀座）
枚数：各回10枚
　　（一会員２枚まで）

（一般料金　13,000円）
一等席指定　7,500円

日本演劇史に燦然と輝く不朽の名作に、大竹しのぶが初めて
挑む大注目の話題作！
出演：大竹しのぶ　
　　　高橋克実　段田安則　宮澤エマ　服部容子
　　　多岐川華子　林翔太　銀粉蝶　風間杜夫

11/15（日）12：00

＊未就学児入場不可

会場：明治座（浜町）
枚数：10枚（一会員２枚まで）

（一般料金　12,000円）
Ｓ席指定　7,300円

出演：鈴木 杏　北乃きい　加治将樹　矢崎 広　ほか

出演：檀れい　中村橋之助　石倉三郎　西村まさ彦　高畑淳子　ほか

 今の世に改めて問う、禁断の恋と真実の愛。
おさんと茂兵衛、許されない二人の物語。
 

＊新型コロナウイルス蔓延防止のため急遽、中止・延期になる場合がございます。ご了承のうえお申し込みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊ゆう販売公演にて、新型コロナウィルス感染が発生したときは、購入者やその家族への影響を考慮し、参加者情報を公演運営先等に提供する場合があります。　　　
＊座席間隔を取るため、お席が離れる場合があります。　＊ご来場にあたり各公演公式HPにて最新情報をご確認ください。

フォレスタコンサート in 江東

出演者：澤田薫　横山慎吾　竹内直紀　塩入功司　大野隆　吉田和夏
　　　　池田史花　三宅里菜　小笠原優子　財木麗子　吉田明未
ピアノ：石川和男　山本香那子　大杉光恵　司会：石川牧子

全員が音楽大学・大学院にて研鑚を積んだ優れた音楽家たち。
「BS日本・こころの歌」出演中。

＊未就学児入場不可　＊出演者は変更になる場合があります。

会場：ティアラこうとう（住吉）
枚数：8枚（一会員 2枚まで） 

（一般料金　6,000 円）
全席指定　3,600円
11/3（火・祝）14：00

WELCOME TO SNOW PARADISE！
11/22（日）14：00 

＊3歳以上有料、3歳未満でも座席が必要な場合は有料。
　膝上鑑賞は保護者1名につき1名のみ無料。

＊2歳以上有料、2歳未満でも座席が必要な場
　合は有料。膝上鑑賞は保護者1名につき1名のみ無料。

出演：しまじろう　Mimi  Beepy  Nancy  Andy

会場：文京シビックホール
　　　大ホール（水道橋・春日）
枚数：８枚(一会員４枚まで）

（一般料金　3,230円）
全席指定　2,000円

ベネッセの英語コンサート冬公演

恋、燃ゆる。
～秋元松代作『おさんの恋』より～

©Benesse Corporation/しまじろう
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●　　窓口　　　　　　　　　　　　　　　　
●電話 /ハガキ /ＦＡＸ/ホームページにて会員番号・氏名・チケット名・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。

●　　窓口　　　　　　　　　　　　　　　　
●ハガキ /ＦＡＸ/ホームページ～会員番号・会員氏名・利用施設名・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。

利用期間 令和３年３月３１日(水)まで

※営業状況をご確認のうえ、お申込みください。

一会員　年度内　１０枚まで　（完売をもって販売終了）

そ の 他

●チケット申込後のキャンセル・枚数変更はできません。
●宿泊施設をご利用の方は直接「予約センター」へお申し込みください。
　宿泊の場合、入場券は１泊１名２枚（２泊の場合１名３枚）必要となります。
　（詳しくは　　　利用ガイド２０２０をご覧ください）

販売枚数

申込方法

料　　金 １枚　８００円【大人・小人・幼児共通】　※３歳以上有料
（通常料金：大人３,５７０円・小人２,２５０円・幼児１,６４０円）

「クラシック界の異端児」と呼ばれ、従来の音楽の慣習にとらわれない
前衛的な作曲思想で「現代音楽のルーツの一つ」と称されるサティ。長
年パリを拠点にし、巨匠ブーレーズ創設の超名手集団「アンサンブル・
アンテルコンタンポラン」の専属ピアニストであり、今もなお世界の第
一線で活躍し続けている近現代音楽のスぺシャリスト永野英樹がサティ
の音楽を描きます。

澤畑恵美（ソプラノ）・矢部達哉（ヴァイオリン）・横山幸雄（ピアノ）の3人
が、4人の作曲家の「濃い人生」を描きます。どんな展開になるかお楽しみに！

作曲家の秘密　シーズンⅡ　第６回

エリック・サティ
11/11（水）13：30

＊未就学児入場不可

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）

（一般料金　2,000 円）
全席指定　1,300 円

アフタヌーン・コンサート・シリーズ
澤畑恵美・矢部達哉・横山幸雄が贈る

午後の優雅な時間
11/12（木）13：30

＊未就学児入場不可
＊当日公演会場でお客様の氏名・連絡先・席番を記入提出していただきます。

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　3,600円
（一般料金　6,000円）

【振替公演】

曲目：シューマン　女の愛と生涯（ソプラノ＆ピアノ）
　　　ショパン　バラード第1番（ピアノ独奏）　
　　　ベートーヴェン　ヴァイオリン・ソナタ「クロイツェル」（ヴァイオリン
　　　＆ピアノ） ブラームス　間奏曲op.118-2　ほか

施 設 名

スポーツクラブ利用券　販売中！
※各施設の営業状況をご確認のうえ、お申込みください。
　ご利用できる内容や休館日などは、利用ガイドゆう 2020（P52）をご覧ください。

販売期間

販売枚数

利用料金

申込方法

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・ゴールドジム北千住８００円）

○ダンロップスポーツクラブ綾瀬　　　　　☎０３－３６９０－７９９７
○セントラルフィットネスクラブ亀有　　　☎０３－５６８０－０３０３
○セントラルウェルネスクラブ西新井　　　☎０３－５８８８－３５６１
○セントラルフィットネスクラブ竹の塚　　☎０３－５８５１－００５０
○朝日スポーツクラブ〔BIG-S竹の塚〕　　☎０３－５２４２－１３３１
○ゴールドジム 北千住東京　　　　　　　　☎０３－５２８４－３６３６
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