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申込資格
申込方法

ニューイヤー･コンサート2023
ウィンナー･ワルツ･オーケストラ

落

支
受

払
取

余暇チケット
助成対象

2023年1月7日
（土）開演 14:00

三重県文化会館 大ホール
枚

数

10枚

4,600

お1人2枚まで

会員料金 S席
円（一般価格5,00０円）
申込締切 2022年12月8日
（木）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

申込締切後、約 1 週間以内（土日含まず）にハガキにてお知らせします。
「ハガキ連絡なし」と記載の場合は申込者全員にご用意させていただきます。
ジョイフル中勢窓口で引換時に現金支払い【代引き指定は別】
指定受取期間内にジョイフル中勢窓口までお越しください。

新春 茂山狂言会

余暇チケット
助成対象

2023年1月14日
（土）開演 14:00

三重県文化会館 中ホール
枚
数 20枚

3,600

お1人2枚まで

会員料金 S席
円（一般価格4,00０円）
申込締切 2022年12月8日
（木）

※未就学児の入場はご遠慮ください。
京都の名門 茂山千五郎
家による新春公演を開催！
「狂言」
は 台詞 と 仕草
によって構成されている
《台詞劇》です。内容は、
特別な階級の人達ではな
く当時の一般庶民が登場
し、ちょっとした失敗話な
ど ユ ー モ ラ スに 富 ん だ
《喜劇》。ぜひ狂言の世界
をご鑑賞ください。

三重県のガイドラインにおける「主催イベントの開催基準」に則って開催します。最新の感
染症対策についてはご来場前に三重県文化会館HPをご確認ください。今後の社会情勢に
より、
やむをえず出演者の変更、および公演の中止または延期する場合がございます。

三重県のガイドラインにおける「主催イベントの開催基準」に則って開催します。最新の感
染症対策についてはご来場前に三重県文化会館HPをご確認ください。今後の社会情勢に
より、
やむをえず出演者の変更、および公演の中止または延期する場合がございます。

2023年1月14日
（土）開演 13:00
愛知県芸術劇場 大ホール

枚

数

10枚

8,100

お1人2枚まで

会員料金 S席
円（一般価格8,80０円）
申込締切 2022年12月8日
（木）

※未就学児童入場不可

アカデミー賞の名作映画音楽がズラリ！
銀幕の感動を映像と共に楽しむ、極上のエンタテイメント！

吉川晃司

余暇チケット
助成対象

2023年2月19日
（日）開演 16:00
愛知県芸術劇場 大ホール

枚

数

10枚

9,700

お1人2枚まで

会員料金 全席指定
円（一般価格9,90０円）
申込締切 2022年12月8日
（木）

※3歳以上チケット必要

通算20作目となる待望のニュー･アルバム『OVER THE 9』を
11月にリリース、
そのアルバムを引っ提げての全国ツアーも決定！

【プログラム】
風と共に去りぬ／ひまわり／インディー・ジョーンズ／
スタンド・バイ・ミー／オードリー・ヘップバーン特集
ほか 最新ヒット作など予定！

新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底した上での開催を予定しております。
最新情報はオフィシャルホームページにて随時お知らせいたしますので、ご確認をお
願いいたします。
https://kikkawa.com/

三浦文彰＆ヴァルヴァラ
デュオ・リサイタル＆アフタートーク

余暇チケット
助成対象

2023年2月26日
（日）開演 13:30

三井住友海上しらかわホール
枚
数 10枚
お1人2枚まで

6,300

円（一般価格7,00０円）
申込締切 2022年12月8日
（木）
会員料金 S席

※未就学児童入場不可

「宝飾時計」

余暇チケット
助成対象

2023年2月18日
（土）開演 17:30
東海市芸術劇場 大ホール
数 10枚

枚

会員料金 S席

FAX等

チケットは、締切後のキャンセル、座席の指定、
また紛失等の再発行、
払い戻しは一切できませ
ん。
（ジョイフル中勢窓口販売全チケット含む）

Osaka Shion Wind Orchestra
ドラゴンクエストコンサート in 三重

余暇チケット
助成対象

2023年2月19日
（日）開演 15:00

三重県文化会館 大ホール

数 20枚
お1人2枚まで
会員料金 S席
円（一般価格5,50０円）
申込締切 2022年12月8日
（木）
枚

4,800

吹奏楽団による、待望のドラゴ
ンクエストコンサートが三重で
開催！
すぎやまこういち作曲によるド
ラゴンクエストの名曲の数々
日本を代表する吹奏楽団、オオ
サカ・シオン・ウインド・オーケス
トラによる迫力の生演奏であの
感動が蘇る！

※本公演前に「名張子ども狂
言の会」
によるプレステージを
予定しております。

余暇チケット
助成対象

本紙折込用紙

※未就学児童の入場はできません。

音楽の都ウィーン伝統の華やかな舞踏会の雰囲気をそのままに。
シュト
ラウス一家の音楽やウィーンを代表する名曲をお届けします。
曲に合わ
せて踊るダンサーやソプラノ歌手の美しい歌声など見どころ、
聴きどこ
ろ満載の最高にハッピーなコンサートです。

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！

お申込み

締切日までに FAX・郵送・ホームページ、または窓口でお申込みください。FAX は本紙折込の申込用紙でお願い
します。
（コンビニからの FAX 可）
※FAX 後、必ず着信確認の連絡をお願いします。

注意

申込販売

当

会員

お1人2枚まで

10,300円（一般価格11,00０円）

申込締切 2022年12月8日
（木）

※未就学児童入場不可

作・演出 根本宗子×主演 高畑充希
それぞれの人生と生き方を描いた、
至極の新作舞台
子供の頃から
「女優」
として生きてき
た、主人公のゆりか
30歳を迎え、自分の人生に迷う日々
自分の人生は一体誰のものなのだろう
彼女が選ぶ、人生の進め方とは

【出演】
高畑充希
成田 凌
小池栄子
伊藤万理華
池津祥子
後藤剛範
小日向星一
八十田勇一
【作･演出】
根本宗子

平原綾香

余暇チケット
助成対象

2023年2月23日
（木・祝）開演 16:00
愛知県芸術劇場 大ホール
数 10枚

枚

会員料金 S席

申込締切 2022年12月8日
（木）

※未就学児童入場不可

2019年から始まり、通算
5回目を迎える今回の公
演では、第一部はこれまで
に紹介したお気に入りの
クラシックの名曲をセレク
トして、平原綾香と小堀勝
啓アナウンサーがトーク
で解説。第二部では、平原
綾香のヴォーカルをオー
ケストラの生演奏ととも
にお届けします。
本公演は、
下記の愛知県指定による新型コロナウイルス感染防止策チェックリストに
基づき開催いたします。
【感染防止策チェックリスト】
https://www.sundayfolk.com/sysimg/curation/article/2022/
09/checklist/checklist̲2209.png

窓口販売

窓口販売チケットは、直接
申込・
ジョイフル中勢の窓口で
受取方法 お買い求めください。
枚数内の追加購入はできません。

チケットは、購入後のキャンセル、座席の指定、また紛失等の再発行、払い戻しは

注意 一切できません。
（ジョイフル中勢窓口販売全チケット含む）

やってみた展
カラダで学ぶ遊園地

2022年12月3日（土）〜2023年2月19日（日）

名古屋市科学館理工館地下2階イベントホール
数 各20枚

枚

会員料金 一般

1,500円（当日1,80０円）
200円（当日50０円）

小中生

3

自己啓発チケット
助成対象
販売期間：
12/5（月）〜
売切れ次第終了

お1人

4枚まで
1回限り

間 9:30〜17:00 ※入場は16：30まで
休 館 日 毎週月曜日(1月9日は開館)、12月16日（金）、
12月29日(木)〜1月3日(火)、1月10日(火)、
1月20日(金)、2月17日(金)

時

※未就学児童入場無料
※障害者手帳などをご持参の方(付添2名まで)は当日料金の半額。
※本券でプラネタリウムを除く名古屋市科学館展示室をご覧いただけます。
※期間中お1人様１回限り有効。※本券の変更・払戻・再発行は致しません。
※今後の状況により会期や内容の変更、または臨時休館する可能性が
ございます。最新の情報は展覧会公式サイトにてご確認ください。

ヴァイオリンの魅力を余すところなく堪能できるプログラム！
世界中を席巻する若きヴァイオリンのスター三浦文彰と、三浦
が尊敬するというヴァルヴァラのデュオ、いよいよ日本初共演！
終演後にはトークも聞けるお得なコンサート！

お1人2枚まで

9,800円（一般価格11,00０円）

｢体験する｣ことは｢学ぶ｣こと!楽しさのなかに学びがつまっ
た、
いろいろな｢やってみた｣体験が大集合。
｢やってみた｣体
験の学びから自分の"好きなこと"に気づくことができ、新
しい自分を発見することを楽しむデジタル｢遊園地｣。

