
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。

杜のホールはしもと・ホール

Kyoko Tabe

3/23土 14：00

Program
※演奏曲目や曲順は変更になることが
　ございます。あらかじめご了承ください。

［曲目］
吉松 隆：プレイアデス舞曲集より
前奏曲の映像、線形のロマンス、鳥のいる間奏曲、真夜中のノエル
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 op.13「悲愴」
グリーグ：ペールギュント第1組曲 op.46 
朝、オーゼの死、アニトラの踊り、山の魔王の宮殿にて
メンデルスゾーン:無言歌集 より
甘い思い出、ベニスのゴンドラの歌 第2番、春の歌
シューマン：謝肉祭 op.9

日本を代表する実力派ピアニストが贈る珠玉の名曲

田部京子
ピアノ・リサイタル

40

プロフィール

17歳で日本音楽コンクールに
優勝。東京藝術大学に進学
後、ベルリン芸術大学、大学院
を首席で卒業。エピナル国際
ピアノコンクール優勝、シュ
ナーベルコンクール優勝、ミュ
ンヘン国際音楽コンクール
（ARD）第3位など受賞多数。
バイエルン放送響、バンベル
ク響、モスクワ・フィルほか多
くの海外オーケストラとの共
演ほか、世界のトップアーティ
ストから共演者に指名され厚
い信頼を寄せられている。

好評
発売中

©武藤 章©武藤 章

小学生から託児あり

14：00開演（13：15開場）

〔出演〕
指  揮／小林研一郎［日本フィル桂冠名誉指揮者］
ヴァイオリン／徳永二男＊
〔曲目〕
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲＊
ドヴォルザーク：交響曲 第8番

※プレトーク（13：30～13：45）あり。

第13回 第14回 14：30開演（13：45開場）
〔出演〕
指  揮／井上道義
ピアノ／アリス＝紗良・オット＊

※学生（25歳以下）は、各席種の半額、チケットMoveのみ取扱い。
※チケットMove先行発売期間中（1/19（土）～1/25（金））は、電話予約及びチケットムーヴ.net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。

2019年度の相模原定期演奏会は、約3年ぶりの登場となる桂冠名誉指揮者・小林研一郎と
元N響ソロ・コンサートマスター徳永二男の両巨匠、そして初登場の井上道義と世界で最も多忙な
ピアニストの一人と言われるアリス＝紗良・オットによる競演と、豪華ラインナップが揃いました！
特に、「日本フィルシリーズ（邦人作品の委嘱シリーズ）」を持つほどに日本フィルが注力する
邦人作品を、相模原定期で初披露することも大きな聴きどころです。
各回ともに聴き逃せない魅力的なプログラムにご期待下さい！

※プレトーク（14：00～14：15）あり。

〔曲目〕
伊福部 昭：《日本組曲》より「盆踊」「演伶」「佞武多」
井上道義：メモリー・コンクリート
リスト：死の舞踏＊
リスト：ハンガリー狂詩曲第2番（管弦楽版）

ぼんおどり ながし ねぶた

6/23（日）

全席指定／S席 5,500円　A席 4,400円
定期セット券（第13回・第14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

photographs by Michiko Yamamoto, Hikaru Hoshi, Shimizu, Jonas Becker, Koichi Miuraphotographs by Michiko Yamamoto, Hikaru Hoshi, Shimizu, Jonas Becker, Koichi Miura

小学生から託児あり

日本フィルハーモニー交響楽団

9/29（日）

徳永二男 アリス＝紗良・オット

1/19（土）チケットMove先行発売（定期セット券のみ）
1/26（土）一般発売

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（金）に発行予定です。

【1/28（月）は休業します】

チケットぴあ
☎0570-02-9999（要Pコード）
ローソンチケット
☎0570-084-003 （要Lコード）
イープラス http://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〉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〉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）
利用料金、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

vol.311

1.15
2019



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、12/21（金）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。

広告

6/23
（日）
9/29

（日）
　◯大

日本フィルハーモニー交響楽団  
相模原定期演奏会
第13回　6/23（日）14：00　※13：30～13：45プレトークあり。

〔出演〕指揮／小林研一郎［日本フィル桂冠名誉指揮者］
　　　ヴァイオリン／徳永二男

〔曲目〕チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
　　　ドヴォルザーク：交響曲 第8番

第14回　9/29（日）14：30　※14：00～14：15プレトークあり。
〔出演〕指揮／井上道義　
　　　ピアノ／アリス＝紗良・オット

〔曲目〕伊福部 昭：《日本組曲》より　
　　　リスト：死の舞踏
　　　リスト：ハンガリー狂詩曲 第２番（管弦楽版）　他

S席5,500円　A席4,400円
定期セット券（第13回・第14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。
※チケットMove先行発売期間中（1/19（土）～1/25（金））は、
　電話予約及びチケットムーヴ.net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。
※1、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

1/19（土）	チケットMove先行発売	 （定期セット券のみ）
1/26（土）	一般発売

託児あり 小学生から

3/18
（月）
　◯多

第134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〕桂 やまと、瀧川鯉橋、宮田陽・昇、三遊亭ぽん太
※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

1/21（月）発売

小学生から

3/3
（日）
　◯多

赤ちゃんからの おおの de ファミリーコンサート
11：00／14：00　
全席自由（整理番号付）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。
※開場中に楽器体験コーナーがあります。
㉄ 相模原音楽家連盟 鈴木　☎ 080-3604-3149 0才から

2
（土）
　3
（日）
　◯大

Shuta Sueyoshi LIVE TOUR 2019 
-WONDER HACK-
2（土）18：00　3（日）17：00　全席指定7,800円
※お一人様4枚まで。　※3歳以上要チケット。
※2歳以下は保護者1名につきお子様1名まで膝上鑑賞無料
　（お席が必要な場合は要チケット）。
㉄ サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337

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

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

休館日…2/18（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…2/19（火）

10
（日）
　◯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
　　　ヴァイオリン／荒井里桜

〔曲目〕J.S.バッハ（マーラー編曲）：管弦楽組曲
　　　メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲
　　　J.ウィリアムズ：《スター・ウォーズ》組曲

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 託児あり 3才から

24
（日）
　◯大

GREEN HALL CLASSICS 
三浦文彰ヴァイオリン・リサイタル
14：00　
※当日券はチケットMoveまでお問い合わせください。
全席指定3,500円　ペア席6,500円　
学生1,000円　シルバー2,800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。

〔出演〕ヴァイオリン／三浦文彰　
　　　ピアノ／江口 玲

〔曲目〕モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ 変ロ長調 K.454
　　　シューベルト：ヴァイオリン・ソナタ イ長調 D574
　　　ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第9番《クロイツェル》

サントリーホールのシリーズではアーティスティック・リーダーを務めるな
ど人気ヴァイオリニスト三浦文彰が、再登場！名ヴァイオリニスト“Viotti”の
名の付くストラディヴァリウスの美音とともにお楽しみ下さい。

㉄ 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

3/31
（日）
　◯大

ものまねエンターテイメント コロッケコンサート2019
13：30／17：00　全席指定5,800円　※5歳以上要チケット（4歳以下の膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は要チケット）。
㉄ アクセス　☎ 045-212-5555

ⒸK.Miura

Ⓒ堀田力丸

ⒸYuji Hori

2 月の公演 休館日…2/18（月）

3/9
（土）
　◯大

Junichi Inagaki 稲垣潤一コンサート2019
16：30　全席指定6,500円
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 小学生から

22
（金）
　◯多

クラシックを楽しむコンサート 鈴木 大ピアノ・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）

小学生から

23
（土）
　◯多

GREEN&MAPLE SOUND CONNECTION Vol.10 
～細坪基佳45周年ホールコンサート Round45～
15：30　
全席指定6,000円

㉄ ムーヴィン　☎ 042-751-5011

27
（水）
　◯大

氷川きよしコンサートツアー2019
14：30／18：30　全席指定7,500円
㉄ ベルワールドミュージック　☎ 03-3222-7982 小学生から

3/16
（土）
　◯大

野村万作・萬斎 ～狂言への誘い～
14：00
全席指定4,000円　ペア席7,500円
初見席（枚数限定）2,000円
※ペア席、初見席はチケットMoveのみ取扱い。
※初見席は舞台の一部が見えにくいお席となります。

狂言 「仏師」 野村万作、岡 聡史
狂言 「二人袴」 野村萬斎、石田幸雄、内藤 連、野村裕基
※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 託児あり 小学生から

4/6
（土）
　◯大

なごみーず アコースティックナイト in 相模大野
16：30　全席指定6,000円
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 小学生から

4/21
（日）
　◯大

それいけ！アンパンマン ミュージカル 
「おかしの国のおかしなパーティ」

11：00／13：30／16：30　全席指定3,800円
※2歳以上要チケット。
※1歳以下は保護者1名につきお子様1名まで膝上鑑賞無料（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。
㉄ tvkチケットカウンター　☎ 0570-003-117

チケットMove先行発売中
1/19（土）一般発売

0才から

4/5
（金）
　◯大

天童よしみコンサート2019
13：30　全席指定7,560円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

25
（月）
　◯大

舟木一夫コンサート2019
14：00　全席指定8,000円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

2
（土）
　◯多

杜のホールLIVE SELECT SERIES vol.10  
tricolor LIVE
18：30
全席自由（整理番号付）3,000円　
※3歳以上要チケット（2歳以下の膝上鑑賞無料、
　お席が必要な場合は要チケット）。

〔出演〕tricolor（中藤有花、長尾晃司、中村大史）

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 0才から

10
（日）
　◯多

第18回さがみはら若手落語家選手権 第3回予選会
14：00　全席指定1,100円　セット券1,000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1公演につき4枚まで。 

〔出演〕柳家小太郎、入船亭小辰、三遊亭ふう丈、三遊亭遊子、三遊亭兼太郎
※3面もあわせてご覧ください。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

3
（日）
　◯多

きょうは節分！！ 0才からの楽しいコンサート♪
13：30　全席自由1,000円　子ども500円　※子どもは小学生以下（2歳以下の膝上鑑賞無料、お席が必要な場合は要チケット）。
㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088 0才から

8
（金）
　◯多

相模女子大学プレゼンツ“シネマ＆トーク” 
金子修介監督『ガメラ2 レギオン襲来』
18：30
※整理券についてはお問い合わせください。

㉄ 相模女子大学 連携教育推進課 社会連携推進室　☎ 042-747-9563

入場無料
（要整理券）

小学生から

4/7
（日）
　◯大

だいすけお兄さんの世界迷作劇場 2018-19
12：30／15：30　全席指定3,000円　※1歳以上要チケット。
㉄ サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337 0才から

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

2
（土）
　◯多

東京響きの会 第7回定期演奏会
14：00　全席自由1,000円　学生500円　※小学生以上要チケット。
㉄ 丸山正昭　☎ 090-3340-4009

9
（土）
　◯多

第9回 そのこリトミック ピアノ発表会
14：00　　
㉄ そのこリトミック　☎ 042-745-2339

入場無料

10
（日）
　◯多

相模原市民吹奏楽団 第34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
（月・祝）
　◯大

オーケストラ･リュミエール 第40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　☎ 080-4830-7371

16
（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14回定期演奏会
17：30　㉄ 広報担当　☎ 050-5437-4013

入場無料

17
（日）
　◯多

2019 楽芸会
14：00　全席自由250円　※3歳以上要チケット。
㉄ 相模原おやこ劇場　☎ 042-746-1350

21
（木）
　◯多

春のギター演奏発表会
13：00　　
㉄ 熟年ギターサークル アルハンブラ　  045-871-1054（FAXのみ）

入場無料

24
（日）
　◯多

第11回 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

5/24
（金）
　◯大

島津亜矢 コンサート2019
11：30／15：30　S席6,500円　A席5,000円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960

2/8（金）発売

小学生から

ⒸMichiko Yamamoto ⒸHikaru Hoshi ⒸShimizu ⒸJonas Becker

第13回 第14回

24
（日）
　

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

入場無料

2
（土）
　◯ホ

第16回 相模原市合唱連盟「かがやけ歌声」
13：30　　
㉄ 合唱連盟 稲垣　☎ 090-8433-4044

入場無料

3
（日）
　◯ホ

野猿フィルハーモニー管弦楽団 第6回演奏会
14：00　全席自由500円　
㉄ 演奏会運営事務局　☎ 080-1390-0921

5
（火）
　◯多

第4回 保育のしごとフェア（就職相談会）
13：00　　
㉄ かながわ保育士・保育所支援センター　☎ 045-320-0505

入場無料

6
（水）
　◯多

みんなで歌う 童謡・抒情歌・世界の名曲
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

7
（木）
　◯多

「うたごえひろば」宝塚 OG とみんなで歌おう！ 
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800円（申込不要）　㉄ うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

9
（土）
　◯多

「生伴奏で歌いま専科」愛唱歌 
～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

11
（月・祝）
　◯ホ

NPO法人メリーオーケストラ 第35回定期演奏会
14：00　　
㉄ NPO法人メリーオーケストラ事務局　☎ 042-771-5649

入場無料

12
（火）
　◯ホ

全日本歌謡選手権大会
10：45　　
㉄ 岩木淳音楽事務所　☎ 042-771-1040

入場無料

12
（火）
　◯多

第23回みんなで歌おう「とことん懐メロ」冬の歌、抒情歌特集他 
昭和40年頃までのヒット曲を主に楽団の生伴奏で歌う
14：00　参加費1,000円（申込不要）　㉄ 深澤　☎ 090-7947-1174

13
（水）
　◯多

みんなで歌う 日本と世界の懐かしいメロディー
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

14
（木）
　◯ホ

相模原市在宅医療・介護連携市民講演会
14：30　　
㉄ 地域包括ケア推進課　☎ 042-769-9249

入場無料
（要事前申込）

14
（木）
　◯多

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

入場無料

16
（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

22
（金）
　◯多

歌って笑顔 笑って健康
9：45　参加費700円（要事前申込）　
㉄ シニア活動の森　☎ 080-7953-3384

22
（金）
　◯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

当日券
12：30

3/27
（水）
　◯多

プロジェクションマッピング＆楽器体験 0才からの楽しいコンサート♪
13：30　全席自由1,000円　子ども500円　※子どもは小学生以下（2歳以下の膝上鑑賞無料、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。　㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088

1/15（火）発売

0才から

3/29
（金）
　◯多

楽しいおしゃべりコンサート クラシック・トリオ
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

1/15（火）発売

4才から

当日券
17：00

広告

野村万作・萬斎
野村万作・萬斎・裕基、野村家三代揃い踏み！

～狂言への誘い～

※ペア席・初見席はチケットMoveのみ取扱い。
託児あり 小学生から

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4,000円　ペア席7,500円
初見席（枚数限定）2,000円

（土）
14：00

3/16

皆さんご存知の“
世界の名作”が

ちょっと不思議で

はちゃ
めちゃ

に楽し
い

ミュージカルに!!

6才から

当日券
12：30

14：00開演  入場料3,700円
2019．1/5（土）
好評発売中

6才から

4/7（日）12：30開演／15：30開演
相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定3,000円
※1歳以上要チケット。

皆さんご存知の“
世界の名作”が

ちょっと不思議で

はちゃ
めちゃ

に楽し
い

ミュージカルに!!

チケット
発売中

広告

ご予約・お問合せ　サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337（全日10：00～18:00）
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3/17
（日）
　◯多

かんじる学校 こどものためのダンスワークショップ 
～カラダをつかったおしゃべりであそぼう！～
9：30／13：00　参加費1,000円（要事前申込）

〔講師〕鈴木ユキオ
〔対象〕小学生
※詳細は4面をご覧ください。
㉄ （公財）相模原市民文化財団　☎ 042-749-2207

参加者募集
2/18（月）必着

3/3
（日）

相模原音楽家連盟×もみじホール城山 
金管楽器ってカッコイイ！
14：00　
全席指定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。

〔曲目〕今井光也：東京オリンピック・ファンファーレ
　　　古賀政男：東京五輪音頭　他

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 4才から

3/10
（日）
　◯ホ

第18回さがみはら若手落語家選手権 本選会
14：00　
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1公演につき4枚まで。

〔出演〕予選会を勝ち抜いた二ツ目5名
　　　古今亭菊志ん（ゲスト真打・
　　　第3回さがみはら若手落語家選手権 優勝者）
※下記事もあわせてご覧ください。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

2 月の公演

2 月の公演

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

お問合せ　相模原市民会館　☎042-752-4710

〔出演〕里 アンナ　他
※未就学児入場不可。

ⓒBenesse Corporation
　／しまじろう

好評発売中相模原市民会館・ホール
全席指定3,500円　小中学生2,000円

2019.2/2（土） 15：00

奄美の歌姫
里アンナ コンサート

大河ドラマ「西郷どん」メインテーマで話題！
奄美の歌姫
里アンナ コンサート託児あり 6才から小学生から

小学生から

相模原市民会館
休館日…2/25（月）

休館日…なし

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。 2月

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

2/8（金）～2/11（月・祝） 第6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

2/14（木）～2/18（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

2/21（木）～2/25（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。
 ㉄相模原市シルバー人材センター 甘利 　☎042-754-1177

2
（土）

奄美の歌姫 里アンナ コンサート
15：00
全席指定3,500円　小中学生2,000円
※会館メンバーズは相模原市民会館のみ取扱い。

〔出演〕里 アンナ　他
※下記事もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から

相模原市民会館
☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

3/23
（土）
　◯ホ

シリーズ杜の響きvol.40 
田部京子ピアノ・リサイタル
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。

〔出演〕ピアノ／田部京子
〔曲目〕ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 op.13「悲愴」
　　　シューマン：謝肉祭 op.9　他
※1面もあわせてご覧ください。

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 託児あり 小学生から
Ⓒ武藤 章

Ⓒbozzo

今後の公演

今後の公演

24
（日）
　◯多

第18回さがみはら若手落語家選手権 第4回予選会
14：00　全席指定1,100円　セット券1,000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1公演につき4枚まで。

〔出演〕柳亭市江、三遊亭美るく、春風亭一蔵、立川寸志、春風亭昇羊
※下記事もあわせてご覧ください。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

11
（月・祝）

国際ソロプチミスト相模チャリティーコンサート
14：00　全席自由S席6,000円　A席4,500円　〔出演〕秋川雅史
㉄ 国際ソロプチミスト相模　☎ 090-3533-1457

23
（土）
　◯多

第3回ジョイントコンサート～林 祥太郎・浅尾真実～
14：00　全席自由1,500円（当日1,800円）　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原ギター協会 河口　☎ 090-3247-7688

1/15（火）発売

26
（火）
　◯多

第48回 市民健康教育公開講座
18：00　　
㉄ 相模原協同病院　☎ 042-772-4291

入場無料

27
（水）
　◯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

28
（木）
　◯ホ

アルファこども保育発表会
12：30　　
㉄ アルファ医療福祉専門学校　☎ 0120-168-294

入場無料

28
（木）
　◯多

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

入場無料

28
（木）
　◯多

「うたごえひろば」宝塚OGとみんなで歌おう！ 
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800円（申込不要）　㉄ うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

4/29
（月・祝）
　◯ホ

野呂愛美コンサート～輝きの瞬間（とき）、はじまりはクラシック～
15：00　全席自由3,500円（当日4,000円）　高校生以下1,500円（当日2,000円）　※小学生以上要チケット。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ 野呂愛美コンサート実行委員会　☎ 045-983-0081

1/15（火）発売

0才から

1
（金）
　

第107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

10
（日）
　

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

入場無料

11
（月・祝）
　

第11回しろやま宇宙講座 
宇宙と私たちの関わり
13：30 
参加費500円

〔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

16
（土）
　

緑区魅力づくり事業「郷土芸能フェスタ」
13：00
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ 緑区魅力づくり事業実行委員会（緑区役所地域振興課）　☎ 042-775-8801

入場無料
（要整理券）

23
（土）
　

第16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　☎ 090-7727-6547

入場無料

24
（日）
　

久保澤囃子150周年記念式典・交流会
13：00
㉄ 関根　☎ 042-782-2600

入場無料

3/28
（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
10：00～18：00　
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（水）必着

3
（日）
　

第11回日中武術国際友好演武大会 北京武術健将によるショー
11：00　自由席1,000円　
㉄ 鳥澤　☎ 090-9317-1119

19（火）
20（水）

ホールでスタインウェイを弾こう
19（火）9：30　20（水）13：30　参加費2,000円（1時間あたり／要事前申込）
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4106

　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」。今年は3・4年生を対象に市
内の小学校計7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」「ピアノ三重奏」「フルート＆
ハープ」。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」「学校訪問授業」観て、聴いて、歌って、
生きた音に触れる

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。
今年度で11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！

金
管
五
重
奏11/19（月）・26（月） 淵野辺小学校11/19（月）・26（月） 淵野辺小学校

木
管
五
重
奏11/6（火） 小山小学校11/6（火） 小山小学校 11/7（水） 鳥屋小学校11/7（水） 鳥屋小学校

弦
楽
五
重
奏11/27（火）・29（木） 橋本小学校11/27（火）・29（木） 橋本小学校

フ
ル
ー
ト
＆
ハ
ー
プ10/23（火） 夢の丘小学校10/23（火） 夢の丘小学校

ピ
ア
ノ
三
重
奏10/2（火） 東林小学校10/2（火） 東林小学校 10/5（金） 串川小学校10/5（金） 串川小学校

6才から

当日券
12：30

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

参加者募集

日　　時 3/28（木）10：00～18：00  
会　　場 もみじホール城山・多目的ホール
募集期間 1/15(火)～2/20（水）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。

日　　時 3/28（木）10：00～18：00  
会　　場 もみじホール城山・多目的ホール
募集期間 1/15(火)～2/20（水）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。

広告

お問合せ　もみじホール城山　☎042-783-5295

6才から

当日券
12：30

参加者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
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。

採用予定日
雇用期間
勤 務 地
職務内容
賃 金
基 本 的 な
勤務時間等
登録方法

登 録・お問合せ

4/1（月）
4/1（月）～2020.3/31（火）
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1,030円（予定）
シフト制。
週4日以内、1日4時間30分（8：00～22：00）
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、ホームページをご覧ください。
〒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

募集 広告

　11/13（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

さがみはらさがみはら
若手落語家
選手権
若手落語家
選手権

第
一
回

その日一番面白かった落語家さんに票を入れ
て、優勝者を決めます。
4回の予選会で20名の落語家が参加し、5名
が本選会に出場します。

予選会・本選会のチケットを、2枚以上同時購入すると、お得なセット券に
なります！ご夫婦や、お友達と一緒に行くもよし、予選会と本選会をお一人
で楽しむもよし。自分だけのセット券を、自由に2枚以上お選びください。

全席指定1,800円　セット券1,500円
※お一人様1公演につき4枚まで。

〔出演〕予選会を勝ち抜いた二ツ目5名
ゲスト／ 古今亭菊志ん（第3回さがみはら
 若手落語家選手権 優勝者）

1/12（土）・1/27（日）・2/10（日）・2/24（日）
各回14：00
杜のホールはしもと・多目的室（ミウィ橋本8階）
全席指定　各回1,100円　セット券1,000円
※お一人様1公演につき4枚まで。

1/
12
（土）

第
三
回
2/
10
（日）

第
ニ
回
1/
27
（日）

第
四
回
2/
24
（日）

断然お得なセット券！

予選会・本選会のチケットを、2枚以上同時購入
すると、お得なセット券になります！
ご夫婦や、お友達と一緒に行くもよし、予選会
と本選会をお一人で楽しむもよし。自分だけの
セット券を、自由に2枚以上お選びください。
セット券（1枚あたり） 予選会1,000円
 本選会1,500円
※セット券はチケットMove（電話・窓口）のみ取扱い。

断然お得なセット券！ 好評発売中

セット券（1枚あたり） 予選会1,000円
 本選会1,500円

※セット券はチケットMove（電話・窓口）のみ取扱い。

杜のホールはしもと
・ホール

（ミウィ橋本7階）

予選会予選会

本選会本選会
3/10（日）3/10（日）
14：0014：00

お客様の声
出演者のレベルが高く、１人を選ぶのは難しい！
緊張感のある中それぞれの芸で笑わせて頂きました。
若手の活躍の場として今後も続いてもらいたいです。

観客投票制の落語会！

第
　
回
18

第
　
回
18

ここんていきく し

ご要望にお応えし、今年から予選会も指定席になりました！

託児あり 6才から小学生から

小学生から

小学生から

好評発売中

立川らく人立川らく人 桂竹千代桂竹千代昔昔亭A太郎昔昔亭A太郎 柳家花ごめ柳家花ごめ 入船亭遊京入船亭遊京 三遊亭歌太郎三遊亭歌太郎 立川志の彦立川志の彦 林家木りん林家木りん 瀧川鯉津瀧川鯉津 三遊亭とむ三遊亭とむ

柳家小太郎柳家小太郎 入船亭小辰入船亭小辰 三遊亭ふう丈三遊亭ふう丈 三遊亭遊子三遊亭遊子 三遊亭兼太郎三遊亭兼太郎 柳亭市江柳亭市江 三遊亭美るく三遊亭美るく 春風亭一蔵春風亭一蔵 立川寸志立川寸志 春風亭昇羊春風亭昇羊

6才から

当日券
12：30

街かどコンサート
IN ミウィ橋本

無料
公演

〈ソプラノ・コンサート〉
今回の街かどコンサートは相模原市在住のソプラノ歌手・山名田愛衣さん
による〈ソプラノ・コンサート〉をお届けします。

日　時　2/11（月・祝）14：00～14：30
会　場　ミウィ橋本5階・インナーガーデン
入場料　無料
出　演　ソプラノ／山名田愛衣
　　　　キーボード／森嶋奏帆
曲　目　山名田愛衣：さくら通り
　　　　プッチーニ：歌劇『ジャンニ・スキッキ』より「私のお父さん」　他

広告

お問合せ  （公財）相模原市民文化財団  ☎042-749-2207



ＢＳ日テレ『ＢＳ日本・こころの歌』に出演中！
美しい日本の詩と旋律を歌い継ぐ、音大出身の実力派グループ

全席指定5,800円（税込） ※未就学児童入場不可。
ご予約・お問合せ　サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337（10：00～18：00）オペレーター

2/1（金）14：00開演（13：15開場）たましんRISURUホール
3/5（火）14：00開演（13：15開場）調布市グリーンホール

広告

○問 ぴあのオフィス　☎042-703-6088

3/27（水）  13：30　多目的ホール
全席自由 1,000円　子ども 500円
※子どもは小学生以下
　（2歳以下の膝上鑑賞無料、
　お席が必要な場合は要チケット）。
〔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
〔内容〕ディズニーメドレー
 ミュージックレストラン（楽器で料理作り!?）
 ホーストランペット体験コーナー

プロジェクションマッピング＆楽器体験
0才からの楽しいコンサート♪

○問 ぴあのオフィス　☎042-703-6088

3/29（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　ヴァイオリン／吉井友里
 チェロ／武田真有
〔曲目〕シューベルト：ピアノ三重奏曲第2番 第2楽章
 ハイドン：ジプシートリオ
 ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 第3楽章
 アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
 リベルタンゴ　他

楽しいおしゃべりコンサート
今回は「正統派!?」クラシック・トリオをお届け

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

5/24（金）  11：30／15：30
大ホール
S席 6,500円
A席 5,000円
〔予定曲目〕感謝状～母へのメッセージ～
 　　帰らんちゃよか　他

島津亜矢 コンサート2019

○問 野呂愛美コンサート実行委員会　☎045-983-0081

4/29（月・祝）  15:00　ホール
全席自由 3,500円（当日4,000円）
高校生以下 1,500円（当日2,000円）
※小学生以上要チケット。
〔出演〕ヴォーカル／野呂愛美　ピアノ／角脇 真
 ドラム／長谷川ガク　ベース／大塚義将
〔曲目〕「君に祈りを（オリジナル曲）」
 「夢みる想い」
 「そして今は」　他

野呂愛美コンサート
～輝きの瞬間(とき)、はじまりはクラシック～

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

3/18（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〕桂 やまと、瀧川鯉橋、宮田陽・昇、三遊亭ぽん太

第134回グリーンホール八起寄席

○問 相模原ギター協会 河口　☎090-3247-7688

2/23（土）  14：00　多目的室
全席自由 1,500円（当日1,800円）
〔出演〕ギター／林 祥太郎　フルート／浅尾真実
〔曲目〕スペイン民謡：エル・ビート
 A.ルビーラ：愛のロマンス
 C.ガルデル：想いの届く日　他

第3回ジョイントコンサート
～林 祥太郎・浅尾真実～

かんじる学校
こどものためのダンスワークショップ
～カラダをつかったおしゃべりであそぼう！～
おしゃべりがじょうずな子も、そうじゃない子も、からだをつかって、とも
だちとおしゃべりをしてみよう。「おはよう」「青い空」「あくび」「カレーライ
ス」どんな言葉（ことば）も、あなたのアイデアひとつでダンスになるかも
しれないよ。「ダンス」ってむずかしいものじゃない。きっと、いつも、あな
たの近くにひそんでいて、いつでもおどり出したくてうずうずしているよ。

2005年に誕生した相模原ジュニア・オーケストラ。毎年たくさんのご応
募を頂き、これまで700名以上の子どもたちが参加してきました。
そして、2019年には活動15年目を迎えます！
今回は、霧島国際音楽祭や国内の主要オーケストラで客演を重ね、躍動
感あふれる海老原 光さんを指揮者にお迎えして、芸術の秋のはじまり
の9月に開催です。
どうぞ奮ってご応募ください！

第11回しろやま宇宙講座
宇宙と私たちの関わり
スティーブン・ホーキング博士が逝去された昨年、宇宙の誕生から現在
に至るまで、宇宙と私たちの関わりについて、平林 久JAXA名誉教授
（城山・若葉台在住）にわかりやすくお話ししていただきます。後半は
ペットボトルでロケットを作ります。

講師／鈴木ユキオ（振付家・ダンサー）
世界40都市を超える地域で活動を展開し、
しなやかで繊細に、空間からはみだすような
強靭な身体・ダンスは、多くの観客を魅了し
ている。モデル、音楽家との共同制作、子ども
や障害のある方へのワークショップなど、活
動は多岐に渡る。2008年トヨタコレオグラ
フィーアワード「次代を担う振付家賞（グラ
ンプリ）」等受賞多数。

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

日本フィルハーモニー交響楽団
相模原定期演奏会
第13回　6/23（日）  14：00 ［プレトーク13：30～13：45］
第14回　9/29（日）  14：30 ［プレトーク14：00～14：15］
大ホール
S席 5,500円　A席 4,400円
定期セット券（第13回・第14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。
※チケットMove先行発売期間中（1/19（土）～1/25（金））は、
　電話予約及びチケットムーヴ.net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。

〔出演〕第13回　指揮／小林研一郎［日本フィル桂冠名誉指揮者］
 ヴァイオリン／徳永二男
〔出演〕第14回　指揮／井上道義
 ピアノ／アリス＝紗良・オット

1/19（土）チケットMove先行発売  
1/26（土）一般発売

©Michiko Yamamoto©Michiko Yamamoto

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
©Shimizu©Shimizu

©Hikaru Hoshi©Hikaru Hoshi

（定期セット券のみ）

・
お問合せ

日　　時  3/17（日）
①低学年の部 9：30～11：30　②高学年の部13：00～16：00

会　　場 杜のホールはしもと・多目的室
対　　象  ①小学校1～3年生　②小学校4～6年生
募集人数 各回15名

※応募者多数の場合は抽選します。抽選結果は2/28（木）までに
　応募者全員にお知らせします。

参 加 費  1,000円（保険料込・事前振込）
募集期間  1/15（火）～2/18（月）必着
応募方法 ①名前（ふりがな） ②性別 ③学年・参加する回（1.午前 2.午後）

④住所 ⑤電話番号 ⑥保護者の名前
をご明記の上、件名を「かんじる学校 申込み」として、メールにてご
応募ください。
※1回のお申込みで兄弟の同時申込みができます。但し、抽選となった場合は
　それぞれのエントリーとなりますのでご了承ください。
※メール以外のご応募は下記へお問い合わせください。

お申込み  （公財）相模原市民文化財団
☎042-749-2207　　 bunka-kids@hall-net.or.jp・お問合せ

日　　時  2/11（月・祝）13：30
会　　場 もみじホール城山・多目的ホール
対　　象  中学生以上
募集人数 30名
参 加 費  500円
募集期間  1/15（火）～募集人数に達するまで
応募方法 ①名前 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。

お申込み  〒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　　　042-782-1051

・
お問合せ FAX

相模原ジュニア・オーケストラ
メンバー募集！

オーディション日程  3/30(土)

対 象 市内または近隣でヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスを勉
強している小学校1年生から高校3年生まで。但し、ヴィオラ、チェロ、
コントラバスは20歳までの大学生も募集します。

応募資格  原則として、全ての練習日に参加が可能で、個人で楽器を所有してい
るか手配可能な方（コントラバス応相談）。また、個人レッスンを受けて
いるか、学校のクラブ等に所属している方。ヴァイオリン希望者は第3
ポジションを習得している方。

募集人数  全楽器を合わせて70名程度

参  加  費  25,000円（但し、1曲演奏の方は15,000円、3曲演奏の方は30,000円）

募集期間  1/27（日）～2/28（木）必着

応募方法  申込用紙に必要事項をご明記の上、下記までお申込みください。 
※詳細は募集要項またはホームページをご覧ください。募集要項は相
　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、もみじホール城山にて配布のほか、ホーム
　ページからもダウンロードできます。

お申込み  〒252-0303　相模原市南区相模大野4-4-1
「相模原ジュニア・オ－ケストラ」係
相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

参加者
募集

公演情報
9/1（日）14：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール
〔出演〕指揮／海老原 光　ソリスト／調整中
〔曲目〕 オッフェンバック：《天国と地獄》序曲
 チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲
 ベートーヴェン：交響曲第5番《運命》

参加者
募集

参加者
募集

○問 tvkチケットカウンター　☎0570-003-117

4/21（日）  11：00／13：30／16：30★
大ホール
全席指定3,800円
※2歳以上要チケット。
※1歳以下は保護者1名につきお子様1名まで
膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。

※★の回は終演後アンパンマンとなかまたちによる
ハイタッチ会を実施します。朝・昼公演でも終演後
アンパンマンとなかまたちによるお見送りがあります。

それいけ！アンパンマン ミュージカル
「おかしの国のおかしなパーティ」

チケットMove先行発売中
1/19（土）一般発売

©Jonas Becker©Jonas Becker

©bozzo©bozzo

ベビーフェスタ
～絵本・ことば・リズムで五感をくすぐろう！～

日　　時  3/3（日）
第1回10：00　第2回11：00　
第3回13：00　第4回14：00（各回約60分）

会　　場 おださがプラザ・多目的ルーム
対　　象 4カ月（首がすわってから）～18カ月の乳幼児とその保護者
募集人数 各回12組（先着順）
参 加 費  1組500円（保険料込）
募集期間  1/15（火）～募集人数に達するまで
応募方法  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。

出　　演  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

お申込み  〒252-0303　相模原市南区相模大野3-15-16 NKビル602
NPO法人らいぶらいぶ「ベビーフェスタ」係
　  event＠live-lib.jp　 ☎042-741-7130　　　　042-741-7196

・
お問合せ FAX

絵本の楽しさ、布えほん・布おもちゃのぬくもり、わらべうたのなつかしさ、
音あそびの心弾むリズム、ベビーヨガでからだスッキリ！
たくさん遊んで赤ちゃんと心ふれあう幸せなひとときを！

日　　時  2/16（土）13：00
会　　場 もみじホール城山・多目的ホール
入 場 料  無料（全席自由・要整理券）
整理券配布  1/29（火）8：30より

緑区合同庁舎内地域振興課（5階）、緑区内の各まちづくりセンター、
もみじホール城山、杜のホールはしもとにて、各施設の開館時間内に
配布します。
※お一人様2枚まで。　※小さなお子様でもお一人様1枚の整理券が必要です。

出　　演  笑吾座、劇団青い山脈、藤野囃子保存會
お問合せ  緑区魅力づくり事業実行委員会（緑区役所地域振興課）　☎042-775-8801

緑区内で受け継がれている村芝居や囃子などの郷土芸能が一堂に会し、
競演します。どうぞお楽しみください。

©藤野囃子保存會©藤野囃子保存會

参加者
募集

緑区魅力づくり事業
「郷土芸能フェスタ」

整理券
配布

小学生から

0才から

4才から

0才から

広告

小学生から

小学生から託児あり0才から

次号は2月15日（金）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

相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館） 杜のホールはしもと


	1-1(cc2014)
	中面_6校
	1-4(cc2014)

