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「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

相模原南市民ホール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。

語り琵琶

小学生から

小学生から

舌峰鋭き、落語界の鬼才
『ひるおび』（TBS）のコメンテーターで人気の立川志らくが、もみじホールに初登場！

好評発売中

5/2（水）14：00

2/24
（土）
発売

全席指定 2,700円　
シルバー 2,500円

もみじホール城山・多目的ホール5/19（土）14：00 

立川志らく独演会

〔出演〕 中尾ミエ、 尾藤イサオ、 光枝明彦、 モト冬樹、 正司花江、 
 初風 諄、 田中利花、 土屋シオン、 tohko
〔作・音楽〕 山口健一郎　〔演出・振付〕 本間憲一

かつてのスター、矢沢マリ子（中尾ミエ）と、
デイサービスに集まって来る多彩な高齢者たちが繰り広げるコメディーミュージカル。
たっぷり笑って、ちょっとだけホロリの心温まるロックンロールなストーリー。

※シルバーは60歳以上。
※お楽しみ抽選会があります。
※もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります。

杜のホールはしもと・ホール

坂口安吾 作

2/17（土）
発売

城
山
落
語
会

小学生から託児あり

全席指定 4,800円

出演 伊藤哲哉

©山田雅子©山田雅子

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3 月15日（木）に発行予定です。

vol.

2.15
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

【3/5（月）は休業します】

300



HALL SCHEDULE ホールスケジュール2

※■■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、1/31（水）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
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

6/20
（水）
　◯大

大月みやこ・香西かおり ジョイントコンサート
14：30／18：00　SS席6,500円　S席5,500円　A席4,500円　※S席、A席については主催者に要問合せ。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ ベルワールドミュージック　☎ 03-3222-7982

2/16（金）発売

小学生から

6/8
（金）
　◯大

梅沢富美男＆研ナオコ アッ!とおどろく「夢芝居」
14：00／18：00　全席指定7,560円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 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。

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

4/21
（土）
　◯大

劇団四季ファミリーミュージカル 
『魔法をすてたマジョリン』
13：00
大人 S席5,400円　A席3,240円
こども S席3,240円　A席2,160円
※こどもは小学生以下。
※3歳以上要チケット（3歳未満膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は要チケット）。
※劇団四季予約センター（0120-489-444）でもチケットの取扱いがあります。
※チケットMove先行発売期間中は、電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 劇団四季 全国営業部　☎ 0120-660-442

 チケットMove先行発売中
 2/17（土）一般発売

0才から

30
（金）

〜

4/1
（日）
　◯大

宝塚歌劇 雪組全国ツアー公演
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。

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

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〕春風亭伝枝、田辺銀冶、三遊亭兼太郎、立川談修
㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200

当日券
17：00

小学生から

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〕オーディション合格者
　　　（詳細は神奈川県民ホールホームページにて掲載）

㉄ チケットかながわ　☎ 0570-015-415 小学生から

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

当日券
11：30

0才から

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

3 月の公演 3 月の公演今後の公演休館日…3/5（月）

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

3 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

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 小学生から

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 小学生から

4/26
（木）
　◯大

THE ALFEE 45th Anniversary
18：30　全席指定7,560円　※6歳以上要チケット。　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ キョードー横浜　☎ 045-671-9911

3/10（土）発売

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）。
㉄ チケットかながわ　☎ 0570-015-415 託児あり 小学生から

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：トロイメライ　他
※下記事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 6才から

ⒸYoshinori Kurosawa

Ⓒ山内洋子 Ⓒ武藤章 Ⓒ大杉隼平

Ⓒ宝塚歌劇団

休館日…3/12（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…なし

休館日…3/5（月）

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

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。
㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088 0才から

4/14
（土）
　◯大

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
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。
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 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
㉄ MIN-ONインフォメーションセンター　☎ 03-3226-9999 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。
㉄ 丸本　☎ 090-5825-4985

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〕チャイコフスキー：交響曲 第4番　他
㉄ 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〕ラフマニノフ：交響曲 第2番　他
㉄ 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

撮影：荒井 健

ⒸAtsushi Yamaguchi

ⒸHIDEKI NAMAI

Ⓒワーナーミュージック・ジャパン

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の取扱いがあります。

〔出演〕伊藤哲哉（琵琶・語り）
※1面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110 小学生から

11
（日）
　◯大

ヒロミダンスアカデミー 第21回発表会
13：30／18：30　※3歳以上要整理券。
㉄ ヒロミダンスアカデミー相模大野校　☎ 042-747-8074

入場無料
（要整理券）

21
（水・祝）
　◯大

吉原バレエ学園 第38回発表会
17：30　　
㉄ 吉原バレエ学園　☎ 042-748-8842

入場無料

23
（金）
　◯大

町田･ハーモニカフレンズ 第8回定期演奏会
13：30　　
㉄ 大八木　☎ 042-725-3685

入場無料

23
（金）
　◯多

THE CRANE CREW 〈ダンス公演〉
19：30　全席自由2,500円　
㉄ CRANE CREW　☎ 080-6747-7415

26
（月）
　◯大

市立相陽中学校吹奏楽部 第13回定期演奏会
13：30　　
㉄ 市立相陽中学校　☎ 042-778-0330

入場無料

26
（月）
　◯多

県立弥栄高校合唱部 第3回定期演奏会
17：30　　
㉄ 県立弥栄高校合唱部 小川　☎ 042-758-4695

入場無料

27
（火）
　◯大

市立大野南中学校吹奏楽部 第5回定期演奏会
13：00　　
㉄ 市立大野南中学校吹奏楽部　☎ 042-742-3704

入場無料
（要整理券）

28
（水）
　◯大

相模原吹奏楽フェスティバル2018
10：00　　
㉄ 相模原吹奏楽連盟事務局（東海大相模中等部 伊藤）　☎ 042-742-1251

入場無料

29
（木）
　◯大

麻布大学附属高校吹奏楽部 第28回定期演奏会
18：30　　
㉄ 麻布大学附属高校吹奏楽部　☎ 042-757-2403

入場無料

30
（金）
　◯多

ミュージックメモリー コンサート
10：00／14：00　　
㉄ ミュージックメモリー 斉藤　☎ 0467-79-1379

入場無料

31
（土）
　◯多

木管アンサンブルクレッシェンド 第36回定期演奏会
14：00　　
㉄ クレッシェンド　☎ 042-757-7803

入場無料

31
（土）
　◯多

★シロート NIGHT SPECIAL★
19：00　全席自由1,000円　※6歳以上要チケット。
㉄ STAR PEOPLE　☎ 090-6341-7641

4/20
（金）
　◯多

ピアニスト水野沙織が贈る SプロジェクトBrass
13：30　全席自由1,000円　※4面もあわせてご覧ください。　
㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088

2/15（木）発売

4才から

5/16
（水）
　◯大

氷川きよしコンサートツアー2018 〜日本全国 歌の渡り鳥3〜
14：00／18：00　全席指定7,500円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ ベルワールドミュージック　☎ 03-3222-7982

2/17（土）発売

小学生から

5/17（木）
18（金）

　◯大

舟木一夫コンサート2018
5/17（木） 15：00　5/18（金） 13：00　各日とも全席指定7,560円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

5/26
（土）
　◯大

森山良子 コンサートツアー2018〜2019
17：30　全席指定6,500円　小中学生1,000円　※小中学生はRo-Onチケットのみ取扱い（枚数限定）。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960

2/17（土）発売

小学生から

3
（土）
　

第35回大野南公民館まつり 開会式・芸能のつどい
9：30　　
㉄ 大野南公民館　☎ 042-749-2121

入場無料

4
（日）
　

第35回大野南公民館まつり 音楽のつどい・閉会式
10：00　　
㉄ 大野南公民館　☎ 042-749-2121

入場無料

6
（火）
　

愛海デビュー5周年記念＆安部里葎子歌手生活48周年記念 発表会・歌謡ショー
13：30　全席自由2,500円　
㉄ ㈱レスポアール 笛吹　☎ 090-2633-2626

11
（日）
　

第63回神奈川歌謡グランプリ
10：30　　
㉄ 田中　☎ 090-2569-8073

入場無料

小学生から

18
（日）
　

和太鼓＆パーカッションコンサート 和’n打fullセッション T!K!T＆BLUEWIND
15：30　大人1,500円　中高生1,000円　小学生500円　
㉄ 関戸　☎ 090-2404-1712

21
（水・祝）
　

日本歌謡認定大会
10：00　　
㉄ 岩元　☎ 090-5787-4628

入場無料

22
（木）
　

県立上鶴間高校ダンス部 卒業公演
18：00　　
㉄ 県立上鶴間高校ダンス部 顧問 大塚　☎ 042-743-1036

入場無料

24
（土）
　

第9回ふるさとコンサート〜地元の若手音楽家がおくる春の風〜
11：00／14：00　※午前公演は主に未就学児から小学校低学年対象。
㉄ おとのわ 金子　☎ 090-9299-1309

入場無料

26
（月）
　

第33回県立麻溝台高校ダンス部定期公演
13：30　　
㉄ 県立麻溝台高校ダンス部　☎ 042-778-1076

入場無料

29
（木）
　

市立上鶴間中学校吹奏楽部 第18回定期演奏会
13：00　　
㉄ 市立上鶴間中学校吹奏楽部　☎ 042-743-9881

入場無料

1
（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

2
（金）
　◯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

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

3
（土）
　◯多

ＥＣＣジュニア 橋本3丁目教室 暗誦発表会
13：50　　
㉄ 大成陽子　☎ 090-2473-7336

入場無料
（要整理券）

4
（日）
　◯多

NPO法人メリーオーケストラ 公開練習
9：30　　
㉄ NPO法人メリーオーケストラ　☎ 042-771-5649

入場無料

8
（木）
　◯多

大正琴 湖陽会 公開練習
9：30　　
㉄ 安藤　☎ 042-752-2854

入場無料

9
（金）
　◯ホ

県立弥栄高校芸術科音楽専攻 校外演奏会
15：30　　
㉄ 県立弥栄高校 音楽科 小川英子　☎ 042-758-4970

入場無料

9
（金）
　◯多

歌謡曲・演歌「生伴奏で歌いま専科」 
〜ピアノとベースの伴奏で皆さんご一緒に歌っていただきます〜
13：00　参加費1,000円（申込不要）　㉄ アダージョ　☎ 042-761-6694

3
（土）
　◯ホ

首都大学東京グリークラブ 第61回定期演奏会
15：00　全席自由1,000円　
㉄ 代表 橋本晃太郎　☎ 090-2646-4156

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。

加藤知子・山崎伸子・伊藤 恵
ピアノ・トリオ

【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】 J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲 第3番、ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ 第2番、シューマン：ピアノ三重奏曲 第1番　他
【料金】 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。

3月25日（日）14：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール

6才から

6才から

当日券
12：30

Ⓒ山内洋子Ⓒ山内洋子 Ⓒ武藤章Ⓒ武藤章 Ⓒ大杉隼平Ⓒ大杉隼平
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5/2
（水）
　◯ホ

ザ・デイサービス・ショウ
14：00
全席指定4,800円

〔出演〕中尾ミエ、尾藤イサオ、光枝明彦、モト冬樹、正司花江、
　　　初風 諄、田中利花、土屋シオン、tohko
※1、4面もあわせてご覧ください。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811

2/24（土）発売

託児あり 小学生から

14
（水）
　◯ホ

第1回 相模原歌謡祭
10：15／15：00　全席指定 1階席3,800円　2階席2,500円　
㉄ オフィス道 マイク河原　☎ 090-8030-1953

14
（水）
　◯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

19
（月）
　◯多

よい音楽を楽しむ会Vol.14 浅尾真実・林祥太郎
19：00　全席自由1,500円（当日1,800円）
㉄ 相模原ギター協会　☎ 090-3247-7688

20
（火）
　◯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

17
（土）
　◯ホ

東京工芸大学学友会吹奏楽団 第１９回定期演奏会
18：30　　
㉄ 東京工芸大学学友会吹奏楽団　☎ 080-6720-8232

入場無料

18
（日）
　◯ホ

佐藤のりこ指導 ベルカント声楽発表会Ⅰ
12：00　　
㉄ 佐藤　☎ 042-760-8114

入場無料

21
（水・祝）
　◯多

エリーゼの会 ピアノコンサート
13：00　　
㉄ 谷　☎ 042-755-7082

入場無料

22
（木）
　◯ホ

第26回 光明学園相模原高等学校吹奏楽部 定期演奏会
17：00　　
㉄ 光明学園相模原高等学校　☎ 042-778-3333

入場無料

22
（木）
　◯多

大正琴 湖陽会 公開練習
9：30　　
㉄ 安藤　☎ 042-752-2854

入場無料

23
（金）
　◯ホ

佐藤のりこ指導 ベルカント声楽発表会Ⅱ
12：00　　
㉄ 佐藤　☎ 042-760-8114

入場無料

23
（金）
　◯多

春の大きなおはなし会
14：00／15：30
※小さなお子様でもお一人様１枚の整理券が必要です。
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ 橋本図書館　☎ 042-770-6600

入場無料
（要整理券）

0才から

24
（土）
　◯ホ

第14回サーラまつり 第2部 映画会「すーちゃん　まいちゃん　さわ子さん」
14：00　全席自由900円（当日1,000円）　※膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ NPO法人サーラ事務局　☎ 080-3543-1775

24
（土）
　◯多

第14回サーラまつり 第2部 活動展示とバザー
11：00　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ NPO法人サーラ事務局　☎ 080-3543-1775

入場無料

25
（日）
　◯ホ

県立上溝南高校 ギターアンサンブル部 第35回定期演奏会
13：30　　
㉄ 県立上溝南高校　☎ 042-778-1981

入場無料

25
（日）
　◯多

小さなピアニストのつどい
13：00　　
㉄ 浅野　☎ 042-774-5212

入場無料

26
（月）
　◯ホ

県立相原高校吹奏楽部 第19回定期演奏会
14：00　　
㉄ 県立相原高校吹奏楽部　☎ 042-772-0331

入場無料

26
（月）
　◯多

マイナビ就職セミナー 相模原会場
12：00　　
㉄ マイナビ神奈川イベント運営事務局　☎ 045-450-1660

入場無料

27
（火）
　◯ホ

市立共和中学校合唱部 第4回定期演奏会
17：30　　
㉄ 顧問 松下由加里　☎ 042-756-3012

入場無料
（要整理券）

28
（水）
　◯多

「歌声時間とコンサート」 
元ＮＨＫ歌のお姉さん稲村なおこと生ピアノ演奏で歌いましょう！
14：30　全席自由1,500円　㉄ 直々音楽室　☎ 090-5422-4019

29
（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

30
（金）
　◯ホ

県立橋本高校吹奏楽部 第35回定期演奏会
17：00　　
㉄ 県立橋本高校　☎ 042-774-0653

入場無料

30
（金）
　◯多

素敵なピアノの調べにのって一緒に唄いましょう 
（一緒に演奏するコーナーあり）

10：00　全席自由1,000円　㉄ 田畑博子　☎ 080-5402-6337

30
（金）
　◯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

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）
※詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295

参加者募集
2/20（火）必着

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 0才から

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
※当日券についてはお問合せください。

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811

予定枚数終了

託児あり 6才から

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）
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 6才から

3 月の公演

3 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

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）。
※車椅子席は相模原市民会館のみ取扱い。
※会館メンバーズは相模原市民会館のみ取扱い。

お問合せ／相模原市民会館　☎042-752-4710

3/3（土） 12：00／14：30
好評発売中

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
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

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

3/1（木）～5（月） あじさい大学学生交流作品展
※会期中17：00まで。
※初日15：00から、最終日15：00まで。
㉄シルバー人材センターあじさい大学係　☎042-754-1288

3/18（日） フラワーサークルフェアリー作品展
※会期中17：00まで。
㉄松石　☎090-6039-6317

3/22（木）～26（月） はにかむ写真展
※初日13：00から、最終日16：00まで。
㉄若杉　☎090-2319-5658

3/29（木）～31（土） グループ瑛展
※初日13：00から、最終日16：00まで。
㉄三浦　☎042-771-7821

3月

休館日…3/26（月）

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。
※右記事もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 0才から

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…3/12（月）

相模原市民会館
☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

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。
※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 6才から

ⒸHideyuki IGARASHI

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
㉄ エイフル企画㈱　☎ 03-6240-1052 6才から

10
（土）
　◯ホ

第4回うたの木大感謝祭〜出会いと別れの季節に贈るうたの発表会
13：00　全席自由1,000円　
㉄ うたの木　☎ 090-4746-3139

12
（月）
　◯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96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

11
（日）
　

第15回日本サクソフォーン協会 アンサンブルコンクール
10：30　　
㉄ 日本サクソフォーン協会 アンサンブルコンクール　☎ 090-7727-6547

入場無料

16
（金）
　

もみじホール城山 
在日米陸軍軍楽隊コンサート　
14：00
※小さなお子様でもお一人様1枚の整理券が必要です。
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295

入場無料
（要整理券）

18
（日）
　

Spring Concert
10：30　　
㉄ 小林音楽教室　☎ 090-7268-1468

入場無料

5/19
（土）
　

城山落語会 立川志らく独演会
14：00　全席指定2,700円　シルバー2,500円
※シルバーは60歳以上。
※お楽しみ抽選会があります。
※もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります。
※1、4面もあわせてご覧ください。
㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295

2/17（土）発売

小学生から

11
（日）
　

第50回鼓笛まつり
10：30　　
㉄ 相模原市少年鼓笛バンド連盟　☎ 042-751-0091

入場無料

17
（土）
　

県立相模原青陵高校吹奏楽部 第8回定期演奏会
13：00　　
㉄ 県立相模原青陵高校吹奏楽部　☎ 042-747-0531

入場無料

21
（水・祝）
　

相模原市少年少女合唱団 第51回定期演奏会
13：30　　
㉄ 相模原市少年少女合唱団　☎ 042-751-0091

入場無料

24
（土）
　

第40回 県立麻溝台高校 定期演奏会
13：30　　
㉄ 県立麻溝台高校吹奏楽部 吉田　☎ 042-778-2863

入場無料

26
（月）
　

県立元石川高校吹奏楽部 第31回定期演奏会
18：00　　
㉄ 県立元石川高校吹奏楽部　☎ 045-902-8908

入場無料

小学生から

28
（水）
　

横浜市立中山中学校吹奏楽部 第31回定期演奏会
18：00　　
㉄ 横浜市立中山中学校吹奏楽部 大胡田　☎ 045-931-2108

入場無料

30
（金）
　

第39回町田高校吹奏楽部定期演奏会
18：10　　
㉄ 都立町田高校吹奏楽部　☎ 042-722-2201

入場無料

31
（土）
　

県立上溝南高校吹奏楽部 第35回定期演奏会
13：30　　
㉄ 県立上溝南高校吹奏楽部　☎ 042-778-1981

入場無料

6才から

当日券
12：30八代亜紀

プレミアムコンサート
“演歌の女王”八代亜紀が
真心こめてあなたに贈ります！

【演奏予定曲】
恋の終着駅／雨の慕情／舟唄 ほか
※変更になる場合もございます

ハーモニーホール座間・大ホール
全席指定5,000円　※未就学児入場不可

3月18日（日）15：00開演（14：30開場）
好評発売中

広告

ハーモニーホール座間  ☎046-255-1100お問合せ

Ⓒ山田雅子

相模原音楽家連盟×もみじホール城山

～チェンバロからピアノへ
　　　　鍵盤楽器の歴史～

16～18世紀に宮廷で愛された鍵盤楽器
です。弦を鳥の羽の軸や皮などで弾きあ
げて音を出します。時代・地域によって音
域や形は様々ですが華麗な装飾をほど
こされた２段鍵盤が18世紀バッハの時
代の主流になりました。

チェンバロの弦を弾く部分を、皮で巻かれた木
製のハンマーで打つ仕組みに変更し、明確な
強弱の実現が可能となる新しい楽器が18世
紀はじめにイタリアで作られました。これが現
代のピアノの始まりです。今回はモーツァルト
時代の復元楽器をご紹介します。

（現代ピアノとは区別してこう呼ばれる）
フォルテピアノ

チェンバロ（ハープシコード：英）

3/4（日） 13：00／15：30
もみじホール城山・多目的ホール

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。

〔出演〕チェンバロ／加久間朋子　フォルテピアノ／平井千絵　ヴァイオリン／原田 陽

ⓒHideyuki IGARASHI

好評発売中

公演で使用する鍵盤楽器を紹介

ステージの周りを囲む特別な客席でお聴きいただくコンサート。
より近くで、聴いて、見て、美しい楽器をお楽しみください。

はじ

はじ

6才から

6才から
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相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定6,000円　※未就学児入場不可

好評発売中

相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定6,000円　※未就学児入場不可

広告

LISA ONO 30th 
Anniversary Tour

小野リサ

5/27㊐16：00  相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定6,000円 ※未就学児入場不可 好評発売中

～旅 そして ふるさと～

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

ザ・デイサービス・ショウ
5/2（水）  14：00
ホール
全席指定 4,800円
〔出演〕中尾ミエ、尾藤イサオ、光枝明彦、
 モト冬樹、正司花江、初風 諄、
 田中利花、土屋シオン、tohko

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

城山落語会 立川志らく独演会
5/19（土）  14：00
多目的ホール
全席指定 2,700円
シルバー 2,500円
※シルバーは60歳以上。
※お楽しみ抽選会があります。
※もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります。
○問 もみじホール城山　☎042-783-5295

春の大きなおはなし会
人形劇や大型絵本など小さなお子様でも楽しめる内容です。
ぜひご家族でお楽しみください。

整理券
配布

3/23（金）①14：00　②15：30
杜のホールはしもと・多目的室
無料（全席自由・要整理券）
※小さなお子様でもお一人様1枚の整理券が必要です。
各回150名（先着順）
3/1（木）9：30より
橋本図書館、杜のホールはしもとにて配布します。
人形劇「だいくとおにろく」、
わらべうたあそび、大型えほん　他
①2・3歳向け　②4歳～小学生向け
橋本図書館　☎042-770-6600

日 時
会 場
入 場 料

定 員
整理券配布

内 容

お問合せ

3/23（金）①14：00　②15：30
杜のホールはしもと・多目的室中学生以上
無料（全席自由・要整理券）
※小さなお子様でもお一人様1枚の整理券が必要です。
各回150名（先着順）
3/1（木）9：30より
橋本図書館、杜のホールはしもとにて配布します。
人形劇「●●●●」、わらべうたあそび、大型えほん　他
①2・3歳向け　②4歳～小学生向け
橋本図書館　☎042-770-6600

もみじホール城山
在日米陸軍軍楽隊コンサート
今年も熱いサウンドがやってくる!!
ダイナミックで魅力的な演奏をどうぞお楽しみください。

整理券
配布

3/16（金）14：00
もみじホール城山・多目的ホール
無料（全席自由・要整理券）
※小さなお子様でもお一人様1枚の整理券が必要です。

2/20（火）9：00より
もみじホール城山、杜のホールはしもとにて配布します。
※杜のホールは若干数の配布となります。
※お一人様2枚まで。

パシフィック・ブラス
アンクル・サムズ・オール・アメリカン・ブラス・バンド
もみじホール城山　☎042-783-5295

日 時
会 場
入 場 料

整理券配布

出 演

お問合せ

○問 ぴあのオフィス　☎042-703-6088

4/20（金）  13：30
多目的ホール
全席自由 1,000円
〔出演〕ピアノ／水野沙織
 トランペット／武内信裕
 ホルン／堀 秀樹

ピアニスト水野沙織が贈る
楽しいおしゃべりコンサート SプロジェクトBrass

5/26（土）  17：30
大ホール
全席指定 6,500円
小中学生 1,000円
※小中学生はRo-Onチケットのみ取扱い（枚数限定）。

森山良子 コンサートツアー 2018～2019

○問 劇団四季 全国営業部　☎0120-660-442

4/21（土）  13：00
大ホール
大　人 S席 5,400円　A席 3,240円
こども S席 3,240円　A席 2,160円
※こどもは小学生以下。
※3歳以上要チケット
　（3歳未満膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は要チケット）。
※劇団四季予約センター（0120-489-444）でもチケットの取扱いがあります。
※チケットMove先行発売期間中は、電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。

劇団四季ファミリーミュージカル
『魔法をすてたマジョリン』

相模原音楽家連盟
声楽・ピアノ・管・弦・打楽器オーディション
自分の企画・演奏で音楽にあふれる相模原にしませんか。

募集

4/11（水）午後
相模女子大学グリーンホール・リハーサル室
※管・弦・打楽器は要相談
2/28（水）までに82円切手を同封の上、下記お問合せ先まで
募集要項をご請求ください。
〒252-0314　相模原市南区南台1-7-33
相模原音楽家連盟 オーディション担当　長谷川香織
☎042-813-0435

日 時
会 場

応募方法

お申込み

〈 入 会 資 格 〉

〈オ ー デ ィ シ ョ ン〉

以下の条件を全て満たす方。
1.音楽大学を卒業もしくは平成30年3月卒業見込みの方
2.音楽を職業としている方（大学院生を含む、学生は不可）
3.相模原市内在住・在勤・出身（実家が市内にある）の方
4.相模原市内、近隣の市街で同様の会に入会していない方

〈相模原音楽家連盟〉
1990年に設立された、相模原市在住・在勤・出身のプロフェッショナルの音楽
家たちによる活動組織です。現在、オーケストラ在籍者、フリー奏者、声楽家、
ピアニスト、作曲家など約180名が加盟しています。主な演奏活動としては、
相模原市民文化財団との共催による「相模原音楽家連盟コンサートシリーズ」
「学校訪問授業」「クラシックを楽しむコンサート」「出張コンサート」などのほ
か、相模原市役所ロビーコンサート、小中学校でのコンサートなどがあり、相互
に協力しながら音楽文化の向上に力を注いでいます。その功績に対して、
2015年11月、相模原市から市政功労表彰「芸術文化活動」を受賞しました。

谷山浩子
弾き語りコンサート2018

4/21（土）18：30
杜のホールはしもと・ホール

※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）。

好評
発売中

全席指定 5,800円　小中高校生 1,000円

〔予定曲目〕
「カントリーガール」、「テルーの唄」、「ピヨの恩返し」　他

告知第14回サーラまつり 第2部

3/12（月）～18（日） 9：00～19：00
（初日は13：00から、最終日は17：00まで）
フォトシティさがみはら実行委員会事務局（文化振興課内） ☎042-769-8202
市立図書館（淵野辺）、相模原市農業協同組合（さがみ夢大通り支店）
藤野芸術の家・音のプロムナードギャラリー
※開館時間等は事務局へお問合せください。

日 時

お問合せ
巡 回 展

市民のみなさまと共に交流し、男女共同参画社会の実現を進めることを目的として毎年
「サーラまつり」を開催しています。今年も第2部は「杜のホールはしもと」を会場に開催します！
※第1部は2/11（日・祝）ソレイユさがみにて開催されました。

3/24（土）14：00
杜のホールはしもと・ホール
全席自由 900円（当日1,000円）
※膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。

NPO法人サーラ事務局　☎080-3543-1775

映画会「すーちゃん まいちゃん さわ子さん」
日 時
会 場
入 場 料

お問合せ

3/24（土）11：00
杜のホールはしもと・多目的室
無料

活動展示とバザー

入場
無料

もみじホール城山　ギャラリー情報
フォトシティさがみはら2017　アマチュアの部・受賞作品展
写真の魅力を総合的に楽しめる「フォトシティさがみはら」。フォトシティさがみはら2017の
アマチュアの部受賞作品の一部を、もみじホール城山他、市内各所で展示します。

日 時
会 場
入 場 料

©山田雅子©山田雅子
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・
お問合せ

チケットMove先行発売中  

2/17（土）一般発売

○問 ベルワールドミュージック　☎03-3222-7982

5/16（水）  14：00／18：00　大ホール
全席指定 7,500円
※発売初日はチケットMoveでの取扱いはありません。
※お一人様1通話4枚まで。

発売日特別電話予約
チケットぴあ☎0570-02-9855

発売日特別電話予約
チケットぴあ☎0570-02-9922
ローソンチケット☎0570-084-600
イープラスhttp://eplus.jp

氷川きよし コンサートツアー 2018
～日本全国 歌の渡り鳥3～

○問 ベルワールドミュージック　☎03-3222-7982

6/20（水）  14：30／18：00
大ホール
SS席 6,500円
 S 席 5,500円
 A席 4,500円
※S席、A席については主催者に要問合せ。

大月みやこ・香西かおり
華艶歌ジョイントコンサート

○問 キョードー横浜　☎045-671-9911

4/26（木）  18：30　大ホール
全席指定 7,560円
※発売初日はチケットMoveでの取扱いはありません。
※お一人様1通話4枚まで。　
※6歳以上要チケット。

THE ALFEE 45th Anniversary
Best Hit Alfee 2018 春ノ巻

全席指定 1,800円
セット券 1,500円（1枚あたり）
※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　※お一人様4枚まで

3/11（日）13：30
杜のホールはしもと・ホール

広告 広告

小学生から0才から

小学生から託児あり

小学生から

0才から

0才から

4才から 小学生から

小学生から

6才から

次号は3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

杜のホールはしもと

もみじホール城山

相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）


