
3/30（金）
14：00/ 18：00

3/31（土）
 12：00/ 16：00

4/1（日）
 12：00/ 16：00

※3歳以上要チケット。
※チケットMove先行発売期間及び一般発売初日は電話予約、
　チケットムーヴ.netのみ（窓口販売無し）。
※チケットムーヴ.netの先行発売はクレジット決済のみ。
※チケットMove先行発売は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種4枚まで。
※チケットの引き換えは、一般発売の2/10（土）から受付開始。
※一般発売初日は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種2枚まで。

14：30開演（13：45開場）

〔出演〕
指 揮／アレクサンドル・ラザレフ
 ［日本フィル桂冠指揮者兼芸術顧問］
ピアノ／阪田知樹

〔出演〕ヴァイオリン／加藤知子
 チェロ／山崎伸子
 ピアノ／伊藤 恵

〔曲目〕
ワーグナー：楽劇《トリスタンとイゾルデ》 より
  〈前奏曲と愛の死〉
シューマン：ピアノ協奏曲
チャイコフスキー：交響曲 第4番 阪田知樹

加藤知子

山崎伸子

伊藤 恵

横坂 源

※プレトーク（14：00～14：15）あり。

第11回 第12回 14：30開演（13：45開場）

好評発売中

好評発売中

〔出演〕
指  揮／山田和樹［日本フィル正指揮者］
チェロ／横坂 源

〔曲目〕
サン＝サーンス：チェロ協奏曲 第1番
ラフマニノフ：交響曲 第2番

※学生（25歳以下）は各席種の半額、チケットMoveのみ取扱い。　※定期セット券は、チケットMove及び日本フィル・サービスセンター（☎03-5378-5911）のみ取扱い。　※定期セット券をお求めの方は、2公演を通じて同じお席でお楽しみいただけます。

※プレトーク（14：00～14：15）あり。

5/13（日） 2019.1/19（土）

全席指定／S席 5,500円　A席 4,400円　定期セット券（第11回・第12回）／S席 9,500円　A席 7,300円
相模女子大学グリーンホール・大ホール ©Michiharu Okubo©Michiharu Okubo

©HIDEKI NAMAI©HIDEKI NAMAI

©山内洋子©山内洋子

©大杉隼平©大杉隼平

©武藤章©武藤章

©ワーナーミュージック・ジャパン©ワーナーミュージック・ジャパン

©Atsushi Yamaguchi©Atsushi Yamaguchi

©Koichi Miura©Koichi Miura

加藤知子
山崎伸子
伊藤 恵

3/25（日）14：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール

ピアノ・トリオ

〔曲目〕J.S.バッハ 
 　無伴奏チェロ組曲 第3番【チェロ】
 ブラームス
 　ヴァイオリン・ソナタ 第2番【ヴァイオリン、ピアノ】
 シューマン
 　トロイメライ【ピアノ】
 シューマン
 　ピアノ三重奏曲 第1番 【ピアノ・トリオ】　他

小学生から託児あり

託児あり6才から

宝塚歌劇 雪組全国ツアー 相模原公演

作・演出／石田 昌也作・演出／石田 昌也
1997年に星組の麻路さき主演で上演された『誠の群像』は、司馬遼太郎氏
の小説「燃えよ剣」「新選組血風録」をもとに、新選組副長・土方歳三の生
き様を描いた物語。幕末の世、京都の治安維持を目的に結成された新選
組の副長となった土方は、時に冷酷なやり方で烏合の衆に過ぎなかった
組織をまとめ上げ、幕末最強の集団として新選組の名を世に轟かせる。
滅び行く幕府に忠義を尽くし、仲間達が散った後も最後まで戦い抜いた
土方を中心に、それぞれの誠を貫いて生きた人々の姿を描く群像劇。

作・演出／野口 幸作作・演出／野口 幸作
「VOYAGER（ヴォイジャー／航海者）」をテーマに、新生雪組の「船出」を盛
大に祝福する颯爽絢爛なレヴュー作品。
豪華客船の出航をイメージした躍動感溢れるプロローグに始まり、「望
（HOPE）」「海（OCEAN）」「風（WIND）」「斗（BIG DIPPER）」とトップスター
の名前にまつわる場面を中心に、全国ツアー用に新場面を加え、未来への希
望に満ちた場面の数々で構成。望海風斗の男役の美学と新生雪組の魅力の
全てを凝縮した究極のエンターテインメントにご期待下さい。

チャイコフスキー国際コンクール第2位、日本音楽コンクール・チェロ部門第1位、
ミュンヘン国際音楽コンクールピアノ部門第1位と素晴らしい経歴を持ち、
まさに日本の音楽界を牽引する3人。プログラムは、前半に各々のソロ、
後半にピアノ・トリオ作品と贅沢な組合せ。音楽の妙を熟知したミューズた
ちによる饗宴です。

1/27 （土） チケットMove 先行発売
2/10 （土） 一般発売

出 演 望海風斗、真彩希帆 他

レヴュー・スペクタキュラー

の群像幕末ロマン
－新選組流亡記－

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団
※写真は公演内容と異なります。※写真は公演内容と異なります。

日本フィルハーモニー交響楽団

相模女子大学グリーンホール・大ホール　Ｓ席7,300円　Ａ席5,000円

ムーヴとは、「動かす」「動く」「感動させる」という意味です。 次号は2 月15日（木）に発行予定です。

vol.299

1.15
2018

チケットぴあ
☎0570-02-9999（要Pコード）
ローソンチケット
☎0570-000-777 （要Lコード）
イープラス　eplus.jp/
（インターネット予約のみ）
CNプレイガイド
☎0570-08-9999

インターネット

電話予約

チケット窓口

◎〈チケットぴあ〉〈セブン‐イレブン〉〈サークルＫ・サンクス〉でお引き換えください。　◎チケット料金のほかに、手数料がかかります。
◎会員登録をすると、最新の公演情報やお得な情報を毎月メールマガジンでお届けします。

チケットムーヴ.net　http://move-ticket.pia.jp/

◎〈チケットMove窓口〉〈チケットぴあ〉〈セブン‐イレブン〉〈ファミリーマート〉〈サークルＫ・サンクス〉でお引き換えください。

チケットMove　☎042-742-9999 （10：00～19：00）

【休館日はチケット窓口も休業します】

チケットMove窓口
《相模女子大学グリーンホール／杜のホールはしもと／相模原市民会館》

※チケット購入後の払い戻し、座席変更はできません。 ※当財団主催及び一部共催事業は車いす席をご用意しています。身体障がい者補助犬を同伴されるお客様もご利用いただけます。 ※掲載しているチケット料金は税込価格です。

　　　の公演では保育者による
託児サービスをご利用いただけます。

託児サービスのご案内
託児ありその他プレイガイド

チケットのお求め方法

対　　象

チケットをご予約後、公演の1週間前までに
お申込みください（先着順）。

株式会社明日香
☎03-6912-0015（平日9：00～18：00）

0歳6カ月～未就学児（定員10名）
料金、就学児については、
下記までお問い合わせください。

お申込み
お問合せ

相模女子大学グリーンホール、杜のホールはしもと、相模原南市民ホール、
もみじホール城山で催される当財団主催または共催事業を中心に、
相模原市の文化情報を毎月お届けします。

最新情報は財団ホームページをご覧ください。
チケットムーヴ.netではチケットの予約・購入ができます。

相模原市民文化財団ニュース

http://hall-net.or.jp/
http://move-ticket.pia.jp/

財団 HP

財団 HP チケットムーヴ.net

チケットムーヴ.net

【1/22（月）は休業します】
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※■■の公演は、相模原市民文化財団の主催または共催事業です。
※掲載しているすべての情報は、12/25（月）現在のものです。都合により掲載内容が変更する場合があります。
※公演の詳細及び当日券については、各主催者または会場へお問い合わせください。

5/27
（日）
　◯大

小野リサ LISA ONO 30th Anniversary TOUR
16：00　全席指定6,000円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999

1/19（金）発売

小学生から

4/27
（金）
　◯大

フォレスタコンサート in 相模大野
14：00
全席指定5,500円
※出演者は変更になる可能性があります。
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200

 1/15（月）チケットMove先行発売
 1/25（木）一般発売

小学生から

3/30
（金）

〜

4/1
（日）
　◯大

宝塚歌劇 雪組全国ツアー公演 
幕末ロマン『誠の群像』－新選組流亡記－ 
レヴュー・スペクタキュラー『SUPER VOYAGER!』－希望の海へ－
3/30（金）14：00／18：00
3/31（土）・4/1（日）12：00／16：00
S席7,300円　A席5,000円
※3歳以上要チケット。
※チケットMove先行発売期間及び一般発売初日は
　電話予約、チケットムーヴ.netのみ（窓口販売無し）。
※チケットムーヴ.netの先行発売はクレジット決済のみ。
※チケットMove先行発売は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種4枚まで。
※チケットの引き換えは、一般発売の2/10（土）から受付開始。
※一般発売初日は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種2枚まで。
※1、4面もあわせてご覧ください。
㉄ 宝塚インフォメーションセンター　☎ 0570-00-5100（月曜定休）

 1/27（土）チケットMove先行発売
 2/10（土）一般発売

3/19
（月）
　◯多

第128回グリーンホール八起寄席
18：30　全席自由1,500円(当日1,800円)
学生･シルバー1,000円(当日1,200円）
※学生･シルバー（65歳以上）はチケットMoveのみ取扱い。

〔出演〕立川談修　他
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200

1/15（月）発売

小学生から

3/14
（水）
　◯多

未来に羽ばたくオペラ歌手たちによる「魔笛」コンサート
14：00
全席自由500円

〔出演〕オーディションにより決定
　　　（決定次第、神奈川県民ホールホームページにて発表）
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ チケットかながわ　☎ 0570-015-415

1/20（土）発売

小学生から

3/18
（日）
　◯多

赤ちゃんからの おおのdeファミリーコンサート
13：00
全席自由1,000円　小学生500円
※未就学児入場無料。
※小学生はチケットMoveのみ取扱い。

㉄ 相模原音楽家連盟 河合　☎ 042-733-5786 0才から

3/9
（金）
　◯多

クラシックを楽しむコンサート 
中村舞香ピアノ･リサイタル
19：00
※整理券の配布は終了しました。

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200

入場無料
（要整理券）

6才から

2
（金）
　◯大

第21回さがみはら能 東日本大震災七年忌鎮魂復興
17：40

〔出演〕松山隆雄、山本東次郎（人間国宝）　他
〔演目〕能「雪ノ精」、狂言「昆布売」
※整理券の配布は終了しました。

㉄ 松山隆雄後援会　  042-748-2822（FAXのみ）

入場無料
（要整理券）

6才から

3
（土）
　◯ホ

シリーズ杜の響きvol.38 
外山啓介デビュー10周年記念ピアノ・リサイタル 
―オール・ショパン・プログラム―
14：00
全席指定3,300円　ペア席6,000円　学生2,500円
※ペア席、学生（25歳以下）はチケットMoveのみ取扱い。

〔曲目〕幻想即興曲 嬰ハ短調 op.66
　　　ピアノ・ソナタ第3番 ロ短調 op.58　他

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 託児あり 6才から

ⒸYuji Hori

11
（日・祝）
　◯大

相模原ジュニア･オーケストラ
14：00　全席自由700円

〔出演〕指揮／伊藤 翔　
〔曲目〕モーツァルト：セレナード 第13番 ト長調 K.525
　　　　　　　　　 《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》
　　　ビゼー： 《カルメン》組曲 より
　　　　　　　「前奏曲」、「アラゴネーズ」、
　　　　　　　「アルカラの竜騎兵」、「ハバネラ」、「闘牛士」
　　　ブラームス：交響曲 第2番 ニ長調 作品73
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200

当日券
12：30

託児あり 3才から

4
（日）
　◯大

伊勢正三&イルカ 〜二人の物語〜 
16：30
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999

予定枚数終了

6才から

8
（木）
　◯大

天童よしみコンサート2018 
13：30　全席指定7,560円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 6才から

2 月の公演

2 月の公演

今後の公演

休館日…なし

相模女子大学グリーンホール
（相模原市文化会館）

☎042-749-2200　南区相模大野4-4-1

◯大 …大ホール  ◯多 …多目的ホール

相模原南市民ホール
☎042-749-2110　南区相模大野5-31-1

2 月の公演

杜のホールはしもと
☎042-775-3811　緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本7・8階

◯ホ …ホール  ◯多 …多目的室

3
（土）
　◯大

稲垣潤一 コンサート 2018
16：30　全席指定6,500円
㉄ 東京労音府中センター　☎ 042-334-8471 6才から

4/7
（土）
　◯大

宗次郎アコースティック･コンサート in 相模大野
14：00　全席指定6,000円
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 6才から

4/24
（火）
　◯大

小椋佳 「歌談の会」
16：00　全席指定6,000円
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 6才から

22
（木）
　◯大

午後のうるおいコンサート 
加藤昌則&大萩康司デュオ･コンサート 
〜吟遊ギター、ピアノとうたう古今の調べ〜
14：00
全席指定1,000円

〔出演〕ピアノ／加藤昌則
　　　ギター／大萩康司

〔曲目〕タレガ：アルハンブラの想い出
　　　ピアソラ：タンティ・アンニ・プリマ
　　　ロドリーゴ：アランフェス協奏曲　他

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200

当日券
12：30

託児あり 6才から

3/18
（日）
　◯大

神奈川県民ホール・オペラ・シリーズ2018出張公演 
モーツァルト作曲　オペラ「魔笛」
14：00
S席10,000円　S席ペア19,000円
A席8,000円　B席5,000円
C席 予定枚数終了 　学生2,000円
※学生（24歳以下）はチケットかながわ及び
　チケットMoveのみ取扱い（枚数限定）。

〔出演〕指揮／川瀬賢太郎
〔演出〕宮本亜門
㉄ チケットかながわ　☎ 0570-015-415 託児あり 小学生から

3/25
（日）
　◯大

GREEN HALL CLASSICS 
加藤知子･山崎伸子･伊藤 恵 ピアノ･トリオ
14：00
全席指定3,500円　ペア席6,500円
学生1,000円　シルバー2,500円
※ペア席、学生（25歳以下）、
　シルバー（60歳以上）は
　チケットMoveのみ取扱い。

〔曲目〕シューマン：ピアノ三重奏曲 第1番　他
※1面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 託児あり 6才から

Ⓒビクターエンタテインメント

ⒸYoshinori Kurosawa

Ⓒ山内洋子 Ⓒ武藤章 Ⓒ大杉隼平

Ⓒ宝塚歌劇団

ⒸK.Miura

休館日…2/19（月）

おださがプラザ
☎042-741-7497　南区南台3-20-1 ラクアル・オダサガ４階

休館日…2/20（火）

休館日…2/19（月）

3
（土）
　◯多

きょうは節分の日！！ 0才からの楽しいコンサート♪
10：15　全席自由1,000円　子ども500円　※子どもは3歳以上小学生以下。
㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088 0才から

5/3
（木・祝）
　◯大

それいけ！アンパンマン ミュージカル 「まもれ！黄金の炎」
10：30／13：00／16：00　S席3,800円　A席2,800円
㉄ tvkチケットカウンター　☎ 0570-003-117 0才から

4
（日）
　◯多

東京響きの会 第6回定期演奏会
14：00　全席自由1,000円　中高生500円　
㉄ 丸山　☎ 042-745-6392

9（金）
10（土）
　◯多

龍生派 東京第十一地区 いけばな展
10：00　　
㉄ 龍生派 東京第十一地区 渋谷　☎ 090-7019-8139

入場無料

11
（日・祝）
　◯多

相模原市民吹奏楽団 第33回アンサンブルコンサート
14：00　　
㉄ 楽団事務局　☎ 090-2159-4963

入場無料

11
（日・祝）
　◯多

ここdeシネマ 第9回「もうろうをいきる」
19：00　全席自由1,000円　※障がい者の付添いの方無料。
㉄ NPO法人ここずっと　☎ 042-745-0676

12
（月・休）
　◯大

オーケストラ･リュミエール 第38回定期演奏会
14：00　全席自由800円　※60歳以上､18歳以下､障がい者手帳をお持ちの方は無料（要証明書）。
㉄ オーケストラ･リュミエール　☎ 080-3569-0674

12
（月・休）
　◯多

スイート･チョコ コンサート
14：00　全席自由1,950円　
㉄ スイート･チョコ 安達　☎ 042-750-1004 15才から

14
（水）
　◯大

日本大学藤沢高等学校 第22回合唱コンクール
13：00　　
㉄ 日本大学藤沢高等学校　☎ 0466-81-0123

入場無料

15
（木）
　◯大

日本大学藤沢中学校 第9回合唱コンクール
13：00　　
㉄ 日本大学藤沢中学校　☎ 0466-81-0123

入場無料

17
（土）
　◯大

町田･相模原イーストメリーウインドオーケストラ 第13回定期演奏会
17：30　　
㉄ 広報係　☎ 070-3149-4974

入場無料

25
（日）
　◯大

Star FINDING
11：00／16：30　全席指定4,500円（当日4,800円）　※小学生以上要チケット。
㉄ Star FINDING事務局　☎ 080-3482-0225

25
（日）
　◯多

そのこリトミック ピアノ発表会
9：45　　
㉄ そのこリトミック　☎ 042-745-2339

入場無料

25
（日）
　◯多

2018 楽芸会
14：00　全席自由300円　※3歳以上要チケット。
㉄ 相模原おやこ劇場　☎ 042-746-1350

3/29
（木）
　◯多

0才からの楽しいコンサート♪ 春休みだよ みんな集まれ！！
13：30　全席自由1,000円　子ども500円　※子どもは3歳以上小学生以下。　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088

1/15（月）発売

0才から

4/14
（土）
　◯大

ジブリの思い出がいっぱい コンサート2018
14：00　全席指定4,000円　子供2,000円　※子供は3歳以上中学生以下。　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960

1/27（土）発売

3才から

4/25
（水）
　◯大

風華国楽 〜日中の四季を彩る名曲の調べ〜
18：30　S席5,800円　A席5,300円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ MIN-ONインフォメーションセンター　☎ 03-3226-9999

1/23（火）発売

小学生から

写真提供：BS日テレ　※写真はイメージです。

5/5
（土・祝）
　◯大

湘南交響吹奏楽団グランドシップ 第13回定期演奏会
13：30　全席自由500円　※小学生以上要チケット。　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 丸本　☎ 090-5825-4985

2/1（木）発売

5/13
（日）
　◯大

日本フィルハーモニー交響楽団 
第11回相模原定期演奏会
14：30　※14：00～14：15プレトークあり。
S席5,500円　A席4,400円
定期セット券（第11回・第12回）S席9,500円　A席7,300円
※学生（25歳以下）は各席種の半額、チケットMoveのみ取扱い。
※定期セット券は、チケットMove及び
　日本フィル・サービスセンター（☎03-5378-5911）のみ取扱い。

〔出演〕指揮／アレクサンドル・ラザレフ
　　　ピアノ／阪田知樹

〔曲目〕シューマン：ピアノ協奏曲
　　　チャイコフスキー：交響曲 第4番　他
※1面もあわせてご覧ください。

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 託児あり 小学生から

2019
1/19

（土）
　◯大

日本フィルハーモニー交響楽団 
第12回相模原定期演奏会
14：30　※14：00～14：15プレトークあり。
S席5,500円　A席4,400円
定期セット券（第11回・第12回）S席9,500円　A席7,300円
※学生（25歳以下）は各席種の半額、チケットMoveのみ取扱い。
※定期セット券は、チケットMove及び
　日本フィル・サービスセンター（☎03-5378-5911）のみ取扱い。

〔出演〕指揮／山田和樹
　　　チェロ／横坂 源

〔曲目〕サン＝サーンス：チェロ協奏曲 第1番
　　　ラフマニノフ：交響曲 第2番
※1面もあわせてご覧ください。

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 託児あり 小学生から

ⒸMichiharu Okubo

ⒸAtsushi Yamaguchi

ⒸHIDEKI NAMAI

Ⓒワーナーミュージック・ジャパン

1
（木）
　

夢 歌謡祭
15：00／18：30　SS席6,264円　
㉄ ㈱夢グループ　☎ 0570-064-724

7
（水）
　

障害者権利条約 講演会
12：30　　
㉄ 神奈川県障害者社会参加推進センター　☎ 045-311-8736

入場無料

25
（日）
　

酒井ピアノ教室 発表会
12：00　　
㉄ 酒井ピアノ教室　☎ 090-9846-4424

入場無料

今後の公演
3/16

（金）
　

語り琵琶「櫻の森の満開の下」坂口安吾作
18：30
全席指定2,000円（当日2,500円）
※相模原南市民ホールでもチケット取扱いがあります。

〔出演〕伊藤哲哉（琵琶・語り）　〔作〕坂口安吾
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110

1/16（火）発売

小学生から

4
（日）
　◯ホ

NPO法人メリーオーケストラ 第33回定期演奏会
14：30　　
㉄ NPO法人メリーオーケストラ　☎ 042-771-5649

入場無料

3
（土）
　◯多

緑区絆づくり交流会 つなげよう子育ての輪
13：00　　
㉄ 緑区地域デビュープロジェクト実行委員会事務局（緑区役所区政策課内）　☎ 042-775-8802

入場無料

4
（日）
　◯多

愛唱歌「生伴奏で歌いま専科」 
〜ピアノとフルートの伴奏で皆さんご一緒に歌っていただきます〜
10：00　参加費1,000円（申込不要）　㉄ アダージョ　☎ 042-761-6694

　相模原音楽家連盟に所属するプロの演奏家たちが、ホールを飛び出して小学校に出向
き、生の演奏をお届けする音楽の授業、「学校訪問授業」。今年も4年生を対象に、市内の
小学校計6校を訪れ、いつもの音楽室が小さなコンサートホールになりました。
　授業のテーマは「弦楽五重奏」「木管五重奏」「金管五重奏」「チェンバロ」「声楽三重奏」。
各編成の多様な授業では、座って演奏を鑑賞するだけではなく、楽器に触れたり、音を出し
てみたり、楽器のヒミツを教えてもらったり、一緒に歌を歌ったり……！ たくさんのいろんな
音と触れ合うことができました。

「学校訪問授業」

観て、聴いて、歌って、生きた音に触れる
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学校訪問授業とは…
相模原に縁のあるプロの音楽家集団「相模原音楽家連盟」と、相模原市民文化財団の共催事業。
相模原市内の小学校に希望を募り、各クラス1コマ分の音楽の授業を行っています。今年度で10
年目を迎え、市内の小学校延べ71校を訪問しています。

プロの演奏家が

教室にやってきた！
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HALL SCHEDULE ホールスケジュール 3

19
（月）〜

21
（水）

ホールでスタインウェイを弾こう！
19（月）・20（火）　9：30～16：20
21（水）　13：30～20：20
参加費2,000円（1時間あたり／要事前申込）
※1/16（火）8：30より申込受付開始（先着順）。

㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

3/29
（木）

世界3大ピアノのひとつ、 
ベヒシュタインを弾いてみよう！vol.6
10：00～19：00
参加費1,000円（要事前申込）
※右記事もあわせてご覧ください。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295

参加者募集
2/20（火）必着

11
（日・祝）

第10回しろやま宇宙講座 
懐かしいポンポン船はロケットと同じ原理で動く?
13：30
参加費500円（教材費・保険料含む）

〔対象〕中学生以上
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ NPO法人 城山めいぷる　  info@maple-s.org

参加者募集

4/21
（土）
　◯ホ

谷山浩子 弾き語りコンサート2018
18：30　全席指定5,800円　小中高校生1,000円
※小中高校生はRo-Onチケットのみ取扱い（枚数限定）。
※未就学児膝上鑑賞1名まで無料（お席が必要な場合は要チケット）。

〔予定曲目〕「カントリーガール」、「テルーの唄」、「ピヨの恩返し」　他
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960

 1/20（土）チケットMove先行発売
 1/27（土）一般発売

0才から

3/31
（土）
　◯ホ

杜のホール LIVE SELECT SERIES vol.8 
ハンバート ハンバート交響曲2018
18：30
全席指定4,500円

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 託児あり 6才から

11
（日・祝）
　◯ホ

神奈川県民ホール 出張講座in橋本 
青島広志のたのしい名作オペラ講座 
オペラ「魔笛」の魅力
14：00
全席指定2,000円　学生1,500円
※学生（２４歳以下）はチケットかながわ及び
　チケットMoveのみ取扱い（枚数限定）。

〔出演〕お話・ピアノ／青島広志　ソプラノ／横山美奈
　　　テノール／小野 勉　バリトン／福山 出

㉄ チケットかながわ　☎ 0570-015-415 6才から

ⒸGakken Plus

14
（水）
　◯ホ

NHKラジオ公開収録＆公開生放送 
「横浜サウンド☆クルーズ」スペシャルジャズライブin相模原
17：00
※観覧には入場整理券が必要です。入場整理券の応募方法は、
　Move12/15号またはホームページをご覧ください（1/23（火）必着）。
※右記事もあわせてご覧ください。
㉄ NHK横浜放送局　☎ 045-212-2822

入場無料
（要事前申込）

9
（金）
　◯ホ

NHKラジオ公開収録「昭和ヒット倶楽部」
17：40
※観覧には入場整理券が必要です。入場整理券の応募方法は、
　Move12/15号またはホームページをご覧ください（1/18（木）必着）。

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811

入場無料
（要事前申込）

10
（土）
　◯多

第17回さがみはら若手落語家選手権 第3回予選会
13：30
全席自由1,100円　セット券1,000円（1枚あたり）
※お一人様1公演につき4枚まで。
※セット券は2枚以上同時購入者が対象、チケットMove（電話・窓口）のみ取扱い。

〔出演〕昔昔亭A太郎、柳家かゑる、柳亭市弥、立川談吉、三遊亭好吉
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 6才から

25
（日）
　◯多

第17回さがみはら若手落語家選手権 第4回予選会
13：30
全席自由1,100円　セット券1,000円（1枚あたり）
※お一人様1公演につき4枚まで。
※セット券は2枚以上同時購入者が対象、チケットMove（電話・窓口）のみ取扱い。

〔出演〕三遊亭歌扇、らく兵、鈴々舎八ゑ馬、古今亭 始、昔昔亭喜太郎
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 6才から

3/11
（日）
　◯ホ

第17回さがみはら若手落語家選手権 本選会
13：30　全席指定1,800円　セット券1,500円（1枚あたり）
※お一人様1公演につき4枚まで。
※セット券は2枚以上同時購入者が対象、チケットMove（電話・窓口）のみ取扱い。

〔出演〕予選を勝ち抜いた二ツ目5名、
　　　柳家甚語楼（ゲスト真打・第2回さがみはら若手落語家選手権 優勝者）
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 6才から

2 月の公演

2 月の公演

今後の公演

今後の公演

もみじホール城山
（城山文化ホール）
☎042-783-5295　緑区久保沢2-26-2

今後の公演

12：00開演（11：30開場）出入り自由（演奏中も含む）
500円（当日同額）
※未就学児膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。

〔出演〕ウーマンオーケストラより、高橋雅芳（琴）、柴 香山（尺八）、大嶋礼子（地唄・三味線）

「和楽器でハッピーニューイヤー！」
ランチタイムコンサートVol.8 ～相模原市民会館で聴く、お得な1時間～

主催・お問合せ／相模原市民会館（指定管理者ギオン・アクティオ・ウイッツグループ）　☎042-752-4710

1/24（水） 相模原市民会館・ホール 好評発売中

空き状況ページが見やすくなりました！空き状況ページが見やすくなりました！

　相模女子大学グリーンホール、相模原南市民ホール、おださが
プラザ、杜のホールはしもと、もみじホール城山の各施設ホーム
ページ内、空き状況ページをリニューアルしました。スマートフォン
でも空き状況が簡単に確認できるようになりました。

放送
案内お知らせ

　11/14（火）にグリーンホール相模大野の施設職員の他、客席内の市
立谷口台小学校の児童・教職員・保護者約1,700人が、地震発生を想定
した避難訓練を実施しました。
　グリーンホールでは今回のよう
に、実際の観客が1,000人規模で
避難する訓練を毎年行っています。
谷口台小学校のご協力のもと、大
規模な避難訓練を実施することが
でき、今後の安心・安全な施設運営
に役立つ訓練となりました。

放送
案内レポート相模女子大学グリーンホールで、

地震発生を想定した避難訓練を実施しました

『横浜サウンド☆クルーズ』
スペシャルジャズライブin相模原
杜のホールはしもとで開催する同番組を、次の予定で放送します。

〈NHK-FM／神奈川県内〉
2/14（水）18：00～18：50（第2部／生放送）
2/21（水）18：00～18：50（第1部）

『横浜サウンド☆クルーズ』
スペシャルジャズライブin相模原

NHKラジオ公開収録＆公開生放送 放送
案内

NHKラジオ公開収録＆公開生放送

相模原市民会館

相模原市民ギャラリー
会期や開廊時間が変更する場合がありますので、事前に会場にご確認のうえ、お出かけください。

中央区相模原1-1-3 セレオ相模原4F  ☎042-776-1262  ◯休 毎週水曜日  ◯開 10:00～18:00
2/9（金）～12（月・休） 第五回サム・ヤマモト水彩画個展（木々の光と影と命）

※会期中19：00まで。
※初日11：00から、最終日16：00まで。
㉄山本 ☎042-769-8002

2/23（金）～25（日） 荘雪書法會展
※最終日16：00まで。
㉄小山 ☎042-755-3121

2月

17
（土）

島津亜矢コンサート2018
11：30／15：30
S席6,500円　A席5,000円
※会館メンバーズは相模原市民会館のみ取扱い。

㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

残席僅少

小学生から

休館日…2/26（月）

3/3
（土）

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル 
ソドー島のたからもの
12：00／14：30　全席指定2,800円（当日3,300円）
※2歳以上要チケット（2歳未満の膝上鑑賞無料、
　お席が必要な場合は要チケット）。
※会館メンバーズは相模原市民会館のみ取扱い。
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 0才から

3/18
（日）

らくらくごシリーズ〜気楽に落語を楽しむ〜 
林家木久扇 爆笑落語会
14：00　全席指定4,500円（当日4,800円）
※3歳以上要チケット（3歳未満の膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は要チケット）。
※会館メンバーズは相模原市民会館のみ取扱い。

〔出演〕林家木久扇、林家ひろ木、林家木りん
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

休館日…なし

相模原市民会館
☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

3/4
（日）
　

相模原音楽家連盟×もみじホール城山 
音楽って楽しい！面白い！！ 
〜チェンバロからピアノへ 鍵盤楽器の歴史〜
13：00／15：30
全席自由500円
※もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります。
㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 6才から

ⒸHideyuki IGARASHI

5
（月）
　◯多

みんなで歌う 童謡・抒情歌・世界の名曲・ 
ポピュラー・シャンソン・カンツォーネ
13：30　参加費1,000円（申込不要）　㉄ みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

7
（水）
　◯多

「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ 
童謡唱歌・歌謡曲・演歌・フォーク・世界の歌・心に響く歌など
13：45　参加費700円（申込不要）　㉄ うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

8
（木）
　◯多

サークル橋本・歌のつどい 練習
10：00　参加費1,000円（要事前申込）　
㉄ 歌のつどい事務局　☎ 080-1397-2541

9
（金）
　◯多

みんなで歌う 
ピアノで歌うなつかしい昭和の名曲
13：30　参加費1,000円（申込不要）　㉄ みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

11
（日・祝）
　◯多

第16回 相模原ギターの祭典 東日本大震災復興支援コンサート
14：00　全席自由1,500円（当日1,800円）　
㉄ 相模原ギター協会　☎ 090-3247-7688

12
（月・休）
　◯ホ

相模原市合唱連盟 第15回「かがやけ歌声」
12：00　　
㉄ 相模原市合唱連盟 稲垣　☎ 090-8433-4044

入場無料

13
（火）
　◯多

第17回 みんなで歌おう「とことん懐メロ」  
昭和40年頃までの懐メロを楽団の生伴奏で歌います
14：00　参加費900円（申込不要）　㉄ 深澤　☎ 090-7947-1174

15
（木）
　◯多

みんなで歌う 日本と世界のヒットソング
13：30　参加費1,000円（申込不要）　
㉄ みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

17
（土）
　◯多

みんなで歌おうイン相模原
14：00　参加費1,000円（申込不要）　
㉄ 童謡唱歌を歌う会レモン　☎ 042-742-7302

18
（日）
　◯ホ

ワンダーランド（発表会）
14：00　　
㉄ 青空学舎 青空幼児村　☎ 042-685-1063

入場無料

18
（日）
　◯多

第32回 ひばり会発表会
11：00　　
㉄ 熊谷篤幸　☎ 080-4132-5930

入場無料

22
（木）
　◯多

サークル橋本・歌のつどい 練習
10：00　参加費1,000円（要事前申込）　
㉄ 歌のつどい事務局　☎ 080-1397-2541

23
（金）
　◯多

みんなで歌う 
ギター・二胡と歌うなつかしい昭和の名曲
13：30　参加費1,000円（申込不要）　㉄ みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

25
（日）
　◯ホ

相模野女声合唱団 第8回演奏会
14：00　全席自由1,000円　
㉄ 白井　☎ 042-736-9850

27
（火）
　◯多

手作りマーケット・クラフトフェア
11：00　　
㉄ 手作りの会　☎ 080-3258-1700

入場無料

28
（水）
　◯多

さがみはら みんなで歌いましょう
9：45　参加費500円（要事前申込）　
㉄ シニア活動の森受付電話　☎ 080-7953-3384

28
（水）
　◯多

「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ 
童謡唱歌・歌謡曲・演歌・フォーク・世界の歌・心に響く歌など
13：45　参加費700円（申込不要）　㉄ うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

2
（金）

第95回城山うたごえサロン 月例会
14：00　参加費300円（申込不要）　
㉄ 城山うたごえサロン友の会　☎ 090-4438-0758

3/4
（日）
　

〜一緒に歌おう！青春の歌 復活祭〜 同窓会コンサート2018
12：00／15：30　全席指定5,500円（当日6,000円）
㉄ ㈱三貴エージェンシー　☎ 03-5430-8431 小学生から

5/1
（火）
　

特選東西落語名人会
14：00　全席指定4,200円　〔出演〕三遊亭小遊三、桂 文珍　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ エイフル企画㈱　☎ 03-6240-1052

1/28（日）発売

6才から

日　　時 3/29（木）10：00～19：00 
会　　場 もみじホール城山・多目的ホール
募集期間 1/15（月）～2/20（火）必着
参 加 費 1コマ1,000円
 ※1グループ（人）につき1コマまで。
応募方法 詳細はホームページをご覧ください。
お問合せ もみじホール城山　☎042-783-5295

参加者
募集

世界3大ピアノのひとつ、
ベヒシュタインを弾いてみよう！vol.6
世界3大ピアノのひとつ、
ベヒシュタインを弾いてみよう！vol.6

■ 相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）
 小田急線「相模大野駅」北口から徒歩４分 ☎042-749-2200

■ 相模原南市民ホール
 小田急線「相模大野駅」北口から徒歩10分 ☎042-749-2110

■ おださがプラザ
 小田急線「小田急相模原駅」北口から徒歩1分 ☎042-741-7497

■ 杜のホールはしもと
 JR横浜線・相模線、京王相模原線「橋本駅」北口から徒歩1分 ☎042-775-3811

■ もみじホール城山（城山文化ホール）
 JR横浜線・相模線、京王相模原線「橋本駅」北口から
 バス利用「城山総合事務所入口」下車徒歩１０分 ☎042-783-5295

■ 相模原市民会館
 JR横浜線「相模原駅」南口から徒歩20分
 バス利用「市民会館前」下車すぐ ☎042-752-4710

交通アクセス

厚
木
↓

国
道
１
２
９
号

←津久井



世良公則
O-Kiraku LIVE 2018

1/28㊐16：00
6才から

相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定 6,200円 

ソロ・アコースティックライブ

好評発売中

第14回「小倉橋フォトコンテスト」
入賞作品展

3/19（月）  18：30
多目的ホール
全席自由 1,500円（当日1,800円）
学生･シルバー 1,000円（当日1,200円）
※学生･シルバー（65歳以上）はチケットMoveのみ取扱い。
〔出演〕立川談修　他

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200 ○問 MIN-ONインフォメーションセンター　☎03-3226-9999

0才からの楽しいコンサート♪
春休みだよ みんな集まれ！！
3/29（木）  13：30
多目的ホール
全席自由 1,000円　子ども 500円
※子どもは3歳以上小学生以下。
〔内容〕白鳥の湖 ロックver、チャールダーシュ、
 カルメン組曲、みんなde合奏コーナー
〔出演〕ピアノ／水野沙織　トランペット／武内信裕
 ヴァイオリン／吉井友里　バレエ／関口詩菜

○問 ぴあのオフィス　☎042-703-6088

第128回グリーンホール八起寄席

語り琵琶「櫻の森の満開の下」坂口安吾作
3/16（金）  18：30
全席指定 2,000円（当日2,500円）
※相模原南市民ホールでもチケットの取扱いがあります。
〔出演〕伊藤哲哉（琵琶・語り）
〔作〕坂口安吾
「耳なし芳一」公演に続く第二弾
世にも恐ろしい話を琵琶の音色に乗せて語る。
○問 相模原南市民ホール　☎042-749-2110

特選東西落語名人会
5/1（火）  14：00
ホール
全席指定 4,200円
〔出演〕三遊亭小遊三、桂 文珍

○問 エイフル企画㈱　☎03-6240-1052

谷山浩子
弾き語りコンサート2018
4/21（土）  18：30　ホール
全席指定 5,800円　小中高校生 1,000円
※小中高校生はRo-Onチケットのみ取扱い（枚数限定）。
※未就学児膝上鑑賞1名まで無料（お席が必要な場合は要チケット）。
〔予定曲目〕「カントリーガール」、「テルーの唄」、「ピヨの恩返し」　他

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

当財団が管理する施設のフリースタッフ（非常勤職員）を希望する方の
登録を受け付けています。
※登録をすれば、必ず雇用されるわけではありません。予めご了承ください。

募集施設フリースタッフ（非常勤職員）
採用候補者の登録受付中

4/1（日）
4/1（日）～2019.3/31（日）
相模原市内の当財団が指定する場所
施設の窓口、利用者対応等
時給960円
シフト制。
週4日以内、1日4時間30分（8：00～22：00）
1/31（水）必着
指定の登録申込書に必要事項をご記入の上、下記まで郵送。財団
のホームページより申込書がダウンロード可。財団が管理する施
設窓口でも配布中。詳細は、お問い合わせください。
〒252-0303　相模原市南区相模大野4-4-1
（公財）相模原市民文化財団 総務課　☎042-749-2207

採用予定日
雇用期間
勤 務 地
職務内容
賃 金
基本的な
勤務時間
登録締切
登録方法

登 録・お問合せ

今年はテーマを『新生』とし、スマートフォンで撮影した作品が応募でき
る「スマホ賞」を新設。機動力を生かした作品が入賞しました。
下記の日程で入賞作品を展示します。どうぞお楽しみください。

告知もみじホール城山 ギャラリー情報

1/26（金）～2/1（木） 9：00～19：00（最終日は17：00まで）
無料
城山商工会　☎042-782-3338
2/13（火）～3/1（木） 8：30～17：00
相模原市役所1階ロビー

日 時
入 場 料
お問合せ
巡 回 展

第10回しろやま宇宙講座
懐かしいポンポン船はロケットと同じ原理で動く？
1970年2月11日は日本が初めて衛星の打ち上げに成功した日です。
そんな日に、現在の宇宙開発のトピックスと、ロケットが打ち上げられる原理
と同じであるポンポン船を作ってみませんか。皆さん奮ってご参加ください。

参加者
募集

2/11（日・祝）13：30
もみじホール城山・多目的ホール
中学生以上
50人
1/15（月）～募集人数に達するまで
①氏名 ②住所 ③年齢 ④電話番号をご明記の上、郵送または
ファックス、メールで下記申込先にご応募ください。
500円（教材費・保険料含む）
〒252-0105　相模原市緑区久保沢1-1-53
NPO法人 城山めいぷる
  　info@maple-s.org　☎042-782-0303　　  042-782-1051FAX

日 時
会 場
対 象
募集人数
募集期間
応募方法

参 加 費
お申込み・お問合せ

○問 チケットかながわ　☎0570-015-415

3/14（水）  14：00
多目的ホール
全席自由 500円
〔出演〕オーディションにより決定
 （決定次第、神奈川県民ホールホームページにて発表）

未来に羽ばたくオペラ歌手たちによる「魔笛」コンサート

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

4/14（土）  14：00　大ホール
全席指定 4,000円
子供 2,000円　※子供は3歳以上中学生以下。
〔特別ゲスト〕島本須美（「風の谷のナウシカ」ナウシカ役）
〔予定曲目〕『となりのトトロ』より 「さんぽ」、「となりのトトロ」
 『魔女の宅急便』より 「海の見える街」
 『千と千尋の神隠し』より 「いつも何度でも」　他

ジブリの思い出がいっぱい
オーケストラによるコンサート2018

4/25（水）  18：30
大ホール
S席 5,800円　A席 5,300円
〔出演〕北京民族楽団
〔予定曲目〕打春、牛斗虎、秋水長天、
 北京一夜、花は咲く、島唄　他

風華国楽
～日中の四季を彩る名曲の調べ～

○問 KMミュージック　☎045-201-9999

5/27（日）  16：00
大ホール
全席指定 6,000円

フォレスタコンサート in 相模大野

4/27（金）  14：00　大ホール
全席指定 5,500円
〔出演予定〕澤田 薫、榛葉樹人、横山慎吾、
 塩入功司、今井俊輔、大野 隆、
 中安千晶、小笠原優子、吉田 静、
 谷原めぐみ、池田史花、財木麗子
 ピアノ／南雲 彩、吉野 翠、山元香那子
〔司会〕石川牧子
※出演者は変更になる可能性があります。

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

宝塚歌劇 雪組全国ツアー
幕末ロマン『誠の群像』－新選組流亡記－
レヴュー・スペクタキュラー『SUPER VOYAGER!』－希望の海へ－
3/30（金）　14：00／18：00
3/31（土）・4/1（日）　12：00／16：00
大ホール
 S席 7,300円　A席 5,000円
※3歳以上要チケット。
※チケットMove先行発売期間及び一般発売初日は電話予約、
 チケットムーヴ.netのみ（窓口販売無し）。
※チケットムーヴ.netの先行発売はクレジット決済のみ。
※チケットMove先行発売は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種4枚まで。
※チケットの引き換えは、一般発売の2/10（土）から受付開始。
※一般発売初日は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種2枚まで。
〔出演〕望海風斗、真彩希帆　他

1/27（土）チケットMove先行発売  
2/10（土） 一般発売

○問 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100（月曜定休）

1/15（月）チケットMove先行発売  
1/25（木） 一般発売

1/20（土）チケットMove先行発売  
1/27（土） 一般発売

湘南交響吹奏楽団グランドシップ
第13回定期演奏会
5/5（土・祝）  13：30
大ホール
全席自由 500円
※小学生以上要チケット
　（未就学児の膝上鑑賞無料。お席が必要な場合は要チケット）。
〔出演〕指揮／清水 誠
〔曲目〕フィリップ・スパーク：オリエント急行
 ルイージ・デンツァ（後藤洋編曲）：フニクリ・フニクラ狂詩曲
 ジャコモ・プッチーニ（後藤洋編曲）：歌劇「トゥーランドット」より　他

○問 丸本　☎090-5825-4985 ©小島竜生©小島竜生

青年部長賞「おだやかな流れ」沖 久典青年部長賞「おだやかな流れ」沖 久典

※昨年度の様子※昨年度の様子

入場
無料

雪組全国ツアー、相模原公演限定企画！
3月の公演に先駆け、宝塚の魅力を写真でお伝えする特別企画「宝塚雪
組 写真パネル展」を開催します。宝塚ファンはもちろん、これから宝
塚を観てみようとお考えの方！是非この機会にお立ち寄りください。

宝塚歌劇 雪組全国ツアー 相模原公演記念
宝塚雪組　写真パネル展
会 期 1/19（金）～2/15（木）
会 場 伊勢丹相模原店本館6階
  レストラン街・イートパラダイス特設会場

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200 ※写真は昨年のものです。※写真は昨年のものです。

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

小野リサ
LISA ONO 30th Anniversary TOUR

まもなく開演

ベビーフェスタ
～絵本・ことば・リズムで五感をくすぐろう！～
絵本を開く楽しさ、手作り布えほん・布おもちゃのやさしさ、わらべうたの
温かさ、音あそびのリズム、親子のつながりを感じるヨガの体験を通して、
赤ちゃんと心ふれあう幸せなひとときを！

参加者
募集

3/4（日） 
第1回10：00　第2回11：00　第3回13：00
第4回14：00　第5回15：00　（各回約60分）
おださがプラザ・多目的ルーム
4カ月（首がすわってから）～18カ月の乳幼児とその保護者
各回10組（先着順）
1組500円
1/15（月）～募集人数に達するまで
①代表者氏名 ②住所 ③電話番号 ④参加人数（大人、子どもそれぞれの人数） 
⑤お子様の年齢（開催日当日の月齢） ⑥希望の回（第3希望まで）
をご明記の上、郵送またはファックス、メールで下記申込先にご応
募ください。
らいぶらいぶ、おはなしワニーズ、
虹のおはなし会、おとのわ、スマイルヨガNAO
〒252-0303　相模原市南区相模大野3-15-16 NKビル602
認定NPO法人らいぶらいぶ「ベビーフェスタ」係
　   event＠live-lib.jp　　　  042-741-7196
認定NPO法人らいぶらいぶ　☎042-741-7130

日 時

会 場
対 象
募集人数
参 加 費
募集期間
応募方法

出 演

お申込み

お問合せ
FAX

1/16（火）～22（月）9：00～19：00
（初日は13：00から、最終日は15：00まで）
無料
公益財団法人相模原市まち・みどり公社
みどり推進課　☎042-751-6624

相模原市在学の小中学生を対象に「みどり」をテーマに書道コンクール
を開催しました。その入賞作品の展示を行います。どうぞご覧ください。

第12回「緑の書道コンクール」
入賞作品展

※昨年の様子（中学生の部）※昨年の様子（中学生の部）

日 時

入 場 料
お問合せ

日・祝

〔曲目〕モーツァルト：セレナード 第13番
  《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》
 ビゼー：《カルメン》組曲 より
 ブラームス：交響曲第2番

当日券
12：30

写真提供：ＢＳ日テレ　　   ※写真はイメージです。写真提供：ＢＳ日テレ　　   ※写真はイメージです。

広告 広告

小学生から 小学生から

小学生から

小学生から

小学生から 3才から

0才から

6才から小学生から0才から

3才から託児あり

次号は2月15日（木）に発行予定です。

チケット発売情報

発行／（公財）相模原市民文化財団
〒252-0303　相模原市南区相模大野4-4-1
☎042-749-2207　URL http://hall-net.or.jp/

チケットの
お 求 め

チケットMove
☎042-742-9999  （10：00～19：00）

チケットムーヴ.net
http://move-ticket.pia.jp/チ ケット発売情報

相模原南市民ホール

杜のホールはしもと

相模原市民会館

相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）
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