
アルテリッカしんゆり2016オープニング公演オペラ

藤原歌劇団
あい　　　　　　　　 みょう　　 　やく

愛の妙薬

■ 日時  2月28日（日） 15：00開演
■ 場所  秦野市文化会館
■ 出演  （歌）シュガーシスターズ （解説）山田 和樹
■ 定員  30名　
■ 価格  1,500円→1,350円（特別価格）
■ 申込期間  2月15日（月）まで

■ 申込方法
　 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

「美しく響く日本のうた 心のハーモニー」をテー
マに、いま、改めて見直されている日本のうた
を、姉妹の息の合った絶妙な歌声でお届けしま
す。さらに世界を舞台に活躍中の指揮者 山田
和樹氏による、軽快なトークと解説もぜひお聞
きのがしなく！

イベントコード：0214

■ 日時  3月5日（土） 14：00開演
■ 場所  昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・
 ショウワ（新百合ヶ丘）
■ 出演  テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
 （指揮）齋藤 一郎
■ 定員  50名　
■ 価格  Ｓ席3,500円→3,150円（特別価格）
■ 申込期間  2月24日（水）まで

ラブストーリーの名作「ロミオとジュリエット」。３人の作曲家 チャイコフ
スキー、ディーリアス、プロコフィエフが表現する愛の物語。愛する想い
は、いつの時代も変わらない、色あせない。偉大なるラブストーリー「ロ
ミオとジュリエットの世界」を愛の伝道師（指揮者）齋藤一郎とテアト
ロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラが極上の旋律でお届けいたします！

イベントコード：0304

音 楽 音 楽

テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ
第12回定期演奏会「ロミオとジュリエット」

山田和樹プロデュース
シュガーシスターズ姉妹で紡ぐ
美しき日本のうた・心のハーモニー

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

■ 日時  ①4月23日（土） ②4月24日（日） 各回14：00開演
■ 場所  昭和音楽大学テアトロ・ジーリオ・ショウワ(新百合ヶ丘）
■ 定員  各回50名　
■ 価格  各回 A席9,800円→8,800円（特別価格）
■ 申込期間  各回4月13日（水）まで

昨年、創立80周年を迎えた藤原歌劇団が、本格的オ
ペラ公演をお届けします。愛と涙のストーリーを、会場
にてお楽しみください！

イベントコード： ①0401 ②0403

©Marco Borggreve

①

「小田急まなたび」は、大人のための「学び」と「旅」をお届けする小田急のオリジナル企画です。
文化・歴史、食、健康、生活、音楽など、バラエティ豊富なプランの中からお選びください。
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音楽

■ 日時  3月8日（火） 13：00～15：40 
■ 場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■ 出演  小川 邦美子 他
■ 定員  50名　
■ 価格  3,600円
→3,100円（特別価格）   
■ 申込期間  
 2月28日（日）まで

詩人・石川啄木の魅力を、歌で楽しむ企画。
うたごえ喫茶コーナーで、ともしび歌集に
ある歌と一緒にお楽しみください。
菓子・フリーソフトドリンク・貸出歌集付き。

イベントコード：0305

ダミー

■ 申込方法
　 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

音楽

■ 日時  2月28日（日） 16：00～19：30 
■ 場所  小田急ホテルセンチュリー相模大野
■ 出演  DJ MICK
■ 定員  50名　
■ 価格 
①男性：5,700円
→5,200円（特別価格）  
②女性：5,200円
→4,700円（特別価格） 
■ 申込期間
 2月17日（水）まで

■ 申込方法
　 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

1970年～85年までのディスコサウンドでホテル
にディスコを再現！新宿、赤坂、六本木、本牧
と当時のディスコで踊った曲で踊りませんか！
フリードリンク・軽食付き。

第24回 ディスコナイト 
ｉｎ CENTURY 音楽

■ 日時  3月12日（土） 14：00～15：45 
■ 場所  昭和音楽大学（新百合ヶ丘）　
■ 出演  （講師）昭和音楽大学教授 宮崎 克巳
 （ピアノ）昭和音楽大学准教授 林田 枝実
■ 定員  30名
■ 価格  1,500円
→1,350円（特別価格） 
■ 申込期間  
 3月2日（水）まで

日本開国後、西洋では日本文化を愛好する
ブーム、ジャポニスムが起こりました。ロー
トレックら画家、ドビュッシーら音楽家にス
ポットライトを当て、彼らの交遊とジャポニ
スムをピアノ演奏付きで紹介します。

イベントコード：0307

昭和音楽大学公開講座
ジャポニスムの美術と音楽
～ドビュッシー、ラヴェル、サティ～

■ 申込方法
　 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

「７つの習慣®」を活用した“挑戦できる子ども”の育て方

イベントコード：0217 イベントコード：0402

■ 日時  2月29日（月） 10：00～11:30　■ 場所  新宿ＮＳビル　
■ 講師  株式会社ＦＣＥエデュケーション代表取締役社長 鈴木 甲子雄
■ 定員  100名　
■ 参加費  1,000円  ※会員以外のお客様は2,000円となります。　
■ 申込期間  2月18日（木）まで

自分たちで決めた目標に半年間チャレンジした全国2万人の
小中高生の中から、8組がその活動を発表する「チャレンジの
甲子園」。グランプリ決定戦を観戦するだけでも、子どもたちの
やる気に火が灯ります。

■ 日時  4月24日（日） 13:15～17:45　
■ 場所  日経ホール（大手町）　
■ 定員  100名　■ 参加費  無料　
■ 申込期間  3月31日（木）まで

11月開催の初回は約9割の参加者が「参加して良かっ
た」と大好評！「7つの習慣®」を活用した子育てセミナー
第2弾。今回は“挑戦できる子ども”の育て方講座です。失
敗を怖がらずどう一歩を踏み出させるのか、親はどう見
守るのか。初めての方でも楽しんで参加いただけます。

小中高生のやる気を引き出す
「チャレンジカップ2016グランプリ決定戦」 親子でご招待

チャレンジカップ公式

※申込画面より、上記のイベントコードを入力していただくと、書籍プレゼントの対象となります。

『人生は
「失敗（チャレンジ）」で
できている。』の
書籍もプレゼント！

先着20名様

文化

飲食

丸の内 タニタ食堂で管理栄養士による

食生活の講演とヘルシー定食

「丸の内 タニタ食堂」を貸切にして、タニタ
の管理栄養士が皆様の健康についてお話
します。また、プロフェッショナル仕様の体
組成計による健康チェックも実施。ご家庭
では出来ない腕部や体幹部、脚部の筋肉量
や体脂肪率などが分かります。お野菜たっ
ぷりのヘルシー定食もご用意しています。

イベントコード：0210

■ 日時  2月27日（土） 9：30～13：00
■ 場所  丸の内 タニタ食堂
■ 講師  タニタ食堂管理栄養士　■ 定員  40名　
■ 参加費  9,600円　■ 申込期間  2月16日（火）まで

（イメージ）
■ 申込方法
　 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL （イメージ）

飲食

■ 日時  2月26日（金） 11：30～13:30
■ 場所  株式会社八海山東京営業所（築地）
■ 講師  株式会社八海山スタッフ　
■ 定員  16名　■ 参加費  4,000円
■ 申込期間  2月15日（月）まで

※当日はエプロンをお持ちください。また、お持ち
帰りいただくお味噌の容器はご用意いたします。

味噌の発酵に関するセミナーに加え、冬の時期のみ開催
する「味噌づくり」に挑戦！また、発酵料理と清酒八海山
のペアリングもお楽しみいただきます。もちろんご自分で
仕込んだお味噌はお持ち帰りいただきます。嬉しいお土
産もご用意しています。

イベントコード：0209

■ 申込方法
　 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

“千年こうじや”の発酵ワークショップ

「味噌づくり」

申込方法など
詳細は

イベントコード： ①0215 ②0216

（イメージ）

第19回 

うたごえ喫茶

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL
※会員以外のお客様はダイヤル「2」となります。

②



（注1）高徳院の大仏は改修工事のためシートで覆われておりご覧いただけませんのでご了承ください。
（注2）コース中の江ノ電の交通費は含まれておりません。PASMO等をご利用いただくか、江ノ電1日乗車券「のりおりくん」や「江の島・鎌倉フリーパス」が便利です。

散策

【江ノ電で楽しむ江の島・鎌倉散策】

第4回「古都鎌倉
  日蓮上人の足跡を訪ねる」

鎌倉駅→本覚寺→辻説法跡→常栄寺
（ぼたもち寺）→妙法寺→安国論寺→
長勝寺→鯉之助（昼食）→鎌倉駅⇒
（江ノ電）⇒長谷駅→光則寺→長谷駅
⇒（江ノ電）⇒江ノ島駅→龍口寺（解散
16：00頃）【徒歩移動距離 約4.6km】

イベントコード：0302

■ 日程  3月4日（金）　
■ 集合  鎌倉駅 10：00
■ 講師  専門ガイド　■ 定員  30名
■ 参加費  5,800円
 （拝観料、食事代込み）（注2）
■ 申込期間  2月23日（火）まで

散策

【江ノ電で楽しむ江の島・鎌倉散策】

第3回「江ノ電で行く♪これぞ鎌倉湘南満喫ツアー！」
～あの江ノ島電鉄１００形電車を検車区で見学～

鎌倉駅→鶴岡八幡宮→小町通り→鎌
倉駅⇒（江ノ電）⇒長谷駅→味亭（昼食）
→高徳院（注1）→長谷寺→長谷駅⇒（江
ノ電）⇒極楽寺駅→江ノ電 極楽寺検車
区と動態保存車両 108号車（タンコロ）
の見学→極楽寺駅⇒（江ノ電）⇒鎌倉高
校前駅（関東の駅百選）→七里ヶ浜駅
（解散16：00頃）【徒歩移動距離 約3km】

イベントコード：0208

■ 日程  2月22日（月）　
■ 集合  鎌倉駅 10：00
■ 講師  専門ガイド　■ 定員  30名
■ 参加費  5,800円（拝観料、食事代込み）（注2）
■ 申込期間  2月11日（木・祝）まで

江ノ電（イメージ）

長谷寺（イメージ）

昼食（イメージ）

本覚寺（イメージ）
■ 申込方法 0570-550-698
　 ダイヤル「1」へTEL

■ 申込方法 0570-550-698
　 ダイヤル「1」へTEL

花王東京工場と
花王ミュージアムの見学

イベントコード：0309

■ 日時  3月16日（水） 12:00～15：00
■ 場所  （集合）亀戸梅屋敷
 （実施）花王東京工場
 花王ミュージアム
■ 講師  花王ミュージアムスタッフ
■ 定員  40名　■ 参加費  1,800円
■ 申込期間  3月6日（日）まで

皮膚科学に根ざして肌本来の美しさを追求する花王の「化粧品工
場」。そして1890年の“花王石鹸”が発売されて以降の、清浄文化の変
化と花王の足跡について、当時の製品や広告と共に紹介する「花王
ミュージアム」を見学します。江戸・下町の歴史と文化を発信する「亀戸
梅屋敷」では、東京都の伝統産業に指定されている“江戸切子”の説明
を聞きながら、アサリ飯のお弁当（お茶付き）をお召しあがりください。

ダミー

箱根の歴史散歩
湯本見番で“お座敷遊び”と
明治の建築“萬翠楼 福住”の見学

箱根の芸妓衆の唄、踊りを間近で体感！一緒
にお座敷遊びも楽しめる特別なおもてなし。
日本の伝統芸をこの機会に是非ご体験くだ
さい。終了後は寛永二年に創業、明治初期の
大工が西洋の技法や意匠を取り入れた擬
洋風建築、“萬翠楼 福住”のお部屋の見学と
かつての湯本駅跡、湯本温泉発祥の地、関東
初の水力発電所跡などへご案内します。

イベントコード：0213

■ 日程  2月28日（日） 11:15～13:45
■ 集合  箱根湯本「湯本見番」 11：00
■ 講師  箱根湯本芸能組合理事 竹澤 政子
 萬翠楼福住16代目 福住 治彦
■ 定員  60名　
■ 参加費  2,200円 ※昼食は含まれていません。
■ 申込期間  2月17日（水）まで

（イメージ）

散策

（イメージ）

※工場見学のみは無料（５名以上）で実施しています。03-5630-9004へ直接お問い合わせください。

文化

■ 申込方法 0570-550-698
　 ダイヤル「1」へTEL

■ 申込方法 0570-550-698 ダイヤル「1」へTEL

ダイヤル「1」
（24時間受付）

0570-
550-698

小田急まなたび受付ダイヤルへTEL 自動音声で受付いたします。
イベントコード4桁、カード番号、電話番号、
申込人数を入力してください。

オペレーターが
受付いたします。
申込必要事項をお知らせください。

OP
クレジット
カード
会員様

会員以外の
お客様

イベント開催7日前までに
「ご案内状」をカードに登録
されているご住所へ発送い
たします。

ご参加いただく
お申し込み代表者様へ

・お申し込み後の変更・キャンセルは承ることができません。ご了承ください。　・ダイヤル回線をご利用の方は、番号の前に「＊」コメや「＃」シャープを押すなど、プッシュ信号
に変えてから番号を押してください。　・ダイヤル「1」での複数名分のお申し込みをされる場合は、音声ガイダンスに従ってご人数を入力してください。　・カードご利用状況
等によりクレジットカード決済ができない場合は、ご参加いただけません。その場合、ご案内状の発送等もございませんのでご了承ください。

その他の
ご案内

の表記があるイベントは、
〈小田急まなたび受付ダイヤル〉へお電話ください。0570-550-698申込方法 ①～③ページ

掲載のイベント

ダイヤル「2」
（9：00AM～6:00PM）
※土日祝日・年末年始除く

イベントコード：0217のみ受付

●お支払い方法について　参加費はお申し込みいただいたクレジットカードより決済（ショッピング1回払いのみ）いたします。

（イメージ）

③



下記イベントは、各店舗・施設へ直接お電話ください。

イベントコード： ①0201 ②0301 イベントコード： ①0211 ②0212

イベントコード： ①0306 ②0308

イベントコード： ①0205 ②0206

女性限定 
美しい姿勢づくりボディーバ体幹ワークアウト ス

ポ ー ツ

■ 日時  ①2月25日（木） ②3月17日（木）  各回10：00～11：30 
■ 場所  新宿ＮＳビル10階　
■ 講師  ボディーバインストラクター認定講師 SAYO　
■ 定員  各回20名　■ 参加費  各回2,160円　■ 申込期間  各回前日まで
■ 申込方法・お問い合わせ　03-5908-1432（9:00～19:00 土日祝日除く）へTEL

床の上よりも不安定感を倍増させる特性
マットが、理想の身体作りに効果的！トレー
ニングの強さはご希望により調整できます
ので、まずはお気軽に体験ください。

（イメージ）

ご参加いただいた
ＯＰクレジットカード会員さまに
くじ引でもれなく粗品をプレゼント！

（イメージ）

山田養蜂場
はちみつ生活のすすめ

■ 申込方法・お問い合わせ　042-850-8638（10:00～18:00）へTEL

■ 日時  2月15日（月） ①11：00～12:00 ②14：00～15:00 
■ 場所  小田急百貨店町田店9階バンケットルーム 
■ 講師  山田養蜂場 管理栄養士　■ 定員  各回10名
■ 参加費  各回1,000円　■ 申込期間  2月14日（日）まで

山田養蜂場の管理栄養士によるはちみつ
教室です。日常生活へのはちみつの取り入
れ方・レシピなどをご紹介いたします。は
ちみつのお土産付きです。

イベントコード：0310
自分史書き方教室と朝日新聞工場見学

■ 申込方法・お問い合わせ　03-6869-8007（小田急まなたび教室係）へTEL

■ 日時  3月24日（木） 10：00～14：30 
■ 場所  朝日新聞社東京本社（築地）
■ 講師  朝日新聞 自分史スタッフ　■ 定員  10名　
■ 参加費  無料　■ 申込期間  3月17日（木）まで

【第１部】「自分史」の書き方の講習（新聞記者から書き
方を直接学びます）→昼食→【第２部】朝日新聞社東京
本社社内見学（現場の緊張感まで伝わる至近距離で
新聞社を体験！）

イベントコード：0207ホビーラホビーレ
ファブリックフレーム 〈ヴィオラとロビン〉

■ 申込方法・お問い合わせ　042-732-3125（10:00～18:00）へTEL

■ 日時  2月18日（木） 11：30～13：30 
■ 場所  小田急百貨店町田店
 9階バンケットルーム 
■ 講師  刺しゅう講師 吉田 佐知
■ 定員  20名　■ 参加費  5,000円
■ 申込期間  2月17日（水）まで

可愛らしいヴィオラとロビンの刺しゅうをした後、ファブリックフレーム
をつくります。2時間のレッスンで講師が丁寧にお教えいたします。

（イメージ）

名古屋帯
結び方と礼法講座

■ 申込方法・お問い合わせ　03-5325-2557（10：00～17：00）へTEL

■ 日時  2月27日（土） ①13：00～14:30 ②16：00～17:30 
■ 場所  新宿西ビルディング7階　
■ 講師  装道礼法きもの学院講師　■ 定員  各回10名
■ 参加費  各回1,000円　■ 申込期間  2月23日（火）まで

着物を久しぶりに着る方や初めての方でも、わ
かりやすく結ぶポイントをお教えします。また、
冠婚葬祭で役立つ帛紗の包み方やマナーな
ども、装道礼法きもの学院講師から学べます。

「小田急まなたび」では、この他にも小田急トラベルの楽しく“学ぶ”日帰り旅行など、様々なイベントをご用意しております。 小田急ポイントカード

【お問い合わせ】 小田急電鉄株式会社（小田急ポイントカード）　 〒160-8309 東京都新宿区西新宿1-8-3　小田急まなたび受付ダイヤル 0570-550-698 ダイヤル「2」（9：00AM～6:00PM）※土日祝日・年末年始除く

・イベントのご参加はOＰクレジットカード会員及び同行のお客様のみ対象です（一部イベント除く）。　・お支払いはOＰクレジットカードにて承ります（一部イベント除く）。　・一部イベ
ントでは、OＰクレジット ハウスがご利用いただけない場合がございます。　・申込期間内であっても定員になり次第、締め切りとなります。　・定員に満たない場合や当日悪天候等に
より中止となる場合がございます。　・各イベントの日時や内容等は都合により変更する場合がございます。　・表示金額は消費税込みの金額です。

全てのイベント
共通のご案内

イベントコード：0303日本画家 阿部千鶴先生
「作品が出来るまで」を語る

■ 申込方法・お問い合わせ　03-5325-2553（10：00～18：00）へTEL

■ 日時  3月5日（土） 14：00～15:00 
■ 場所  小田急百貨店新宿店本館10階美術画廊 
■ 講師  日本画家 阿部 千鶴　■ 定員  25名　
■ 参加費  無料　■ 申込期間  3月2日（水）まで

柔らかく美しい色彩で少女や動物を描き、
心癒す作風で人気の阿部先生。制作過程
をスライド上映でご紹介しながら一部実
演を交え解説いたします。

生活

飲 食 文 化

文 化

文 化文 化

（イメージ）

■ 申込方法・お問い合わせ　042-728-4156（10:00～18:00）へTEL

■ 日時  3月12日（土） ①11：00～12:30 ②14：30～16:00
■ 場所  小田急百貨店町田店9階バンケットルーム 
■ 講師  伊藤 幸恵　■ 定員  各回15名　
■ 参加費  各回2,000円　■ 申込期間  3月11日（金）まで

パラレルペンを使ったカリグラフィーの講
習会。オシャレな文字や絵が描けるよう、講
師が丁寧にお教えいたします。参加された
方にはパラレルペン1本を差しあげます。

パイロット
カリグラフィー講習会

※トレーニングシューズは必要ございません。

④


