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落語の楽しさドッサりと！

今や活躍は寄席に留まらず、テレビ、
ラジオとメディアでも引っ張りだこ。
落語好きなら1度は聴きたい華のある
春風亭一之輔の落語をドッサり、
たっぷりとご堪能ください。

　相模原を皮切りに4月より開幕をする『カモメに飛
ぶことを教えた猫』。猫とカモメのヒナとの温かい交
流を描いた、劇団四季オリジナルミュージカルです。
　原作は、チリの小説家、ルイス・セプルベダの同名
児童小説。ひん死の母カモメから卵をたくされた猫
のゾルバが、彼女と交わした3つの約束を果たすた
め、仲間と力を合わせて奮闘する姿を描きます。
　このミュージカルを通して伝えられるテーマは、
“殻（から）をやぶる”。登場するキャラクターたちが
それぞれ自分の殻をやぶって成長していく姿は、
“勇気を持って、一歩ふみ出すことの大切さ”を教え
てくれることでしょう。

劇団四季26年ぶりの新作オリジナルミュージカルをどこよりも早くお届け！

※こどもは小学生以下。
※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）。
※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。

4/20土13：00
相模女子大学グリーンホール・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6/15土13：30

杜のホールはしもと・ホール
全席指定3,600円（当日3,900円）

好評発売中

小学生から

0才から

©撮影：山田雅子©撮影：山田雅子

全席指定　おとな 2,000円 こども 1,000円
おやこセット2,500円（おとな1名+こども1名）

※こどもは小学生以下。
※おやこセット（おとな1名＋こども1名）は
　チケットMoveのみ取扱い。
※小さなお子様もお一人様1枚のチケットが必要です
　（膝上鑑賞時も要チケット）。
〔出演〕
アンサンブル・ディヴェルターズ
〔曲目〕
ビゼー／「カルメン」より 闘牛士のマーチ
アンダーソン／タイプライター
チャイコフスキー／
　「くるみ割り人形」より 花のワルツ
イントロクイズ、ジブリメドレー　他
※曲目は都合により変更になる場合がございます。

毎年完売御礼の人気企画「0さいから」シリーズ、今年は「クラシック」です。
お子さん連れのご家族で会場がいっぱいになるコンサート。
多少の泣き声は、おたがいさまです。
なかなかコンサートにいけない子育て中の方も、
赤ちゃんだからこそ本物を聞かせたい方も、一緒にお楽しみください。
会場に乳幼児がいることをご了承いただければ、大人だけのご入場もできます。
会場には授乳スペース、おむつ交換台、ベビーカー預り所を特設。
小さいお子様はもちろん家族みんなで安心して楽しめます。

●午前の部 11：00
●午後の部 14：00

3/17（日）
発売

0才から

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4 月15日（月）に発行予定です。

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〉〈ファミリーマート〉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 （10：00～19：00）
《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　※発売初日は１０：００から。

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.313
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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、2/28（木）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。

5/15
（水）
　◯大

純烈コンサート2019 ～AYUMI～
14：00／18：00　全席指定7,000円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

9/2
（月）
　◯大

ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー 
blast the music of Disney 
19：00　
S席11,500円　A席9,500円　B席8,000円
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ キョードー東京　☎ 0570-550-799

4/6（土）チケットMove先行発売
4/13（土）一般発売

3才から

2
（火）
　◯ホ

シュタイナー学園 第5回オーケストラ・コーラスコンサート
17：00　　
㉄ シュタイナー学園高等部　☎ 042-687-5510

入場無料

2
（火）
　◯多

みんなで歌おう とことん懐メロ 
特集①春にちなんだ歌 ②心と体が元気になる歌/青春の歌
14：00　参加費1,000円（申込不要）　㉄ 饗場文恵　☎ 080-4733-3120

3
（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

5
（金）
　◯多

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

入場無料

6
（土）
　◯ホ

第3回 バレエ・アンドゥ・トロワ発表会
17：00　　
㉄ バレエ・アンドゥ・トロワ　☎ 090-7707-6077

入場無料

7
（日）
　◯ホ

ヤマハ音楽教室 発表会
13：20／16：20　　
㉄ ヤマノミュージックセンター橋本　☎ 042-773-3265

入場無料

6
（土）
　◯多

第23回「いきいきコミュニケーションのつどい」
13：30　参加費1,000円（要事前申込）　
㉄ つくい言語リハビリ友の会 下山　☎ 042-784-5420

7
（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

10
（水）
　◯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

12
（金）
　◯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

13
（土）
　◯ホ

第5回 混声合唱団UTAGAKI 定期演奏会
14：00　　
㉄ 菊地恵理子　☎ 090-6103-2920

入場無料
（要整理券）

13
（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

14
（日）
　◯多

ミケーレの会 ピアノ発表会
13：30　　
㉄ 原ピアノ音楽教室　☎ 090-9680-7455

入場無料

18
（木）
　◯多

さがみはら合同就職説明会
13：00　※学生対象。
㉄ 相模原商工会議所 産業振興課　☎ 042-753-8136

入場無料

19
（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

7
（日）
　

第54回全日本歌謡研究会神奈川地区大会
9：30　　
㉄ 全日本歌謡研究会神奈川地区理事長 大坪　☎ 090-4823-3360

入場無料

14
（日）
　

雨宮ピアノ教室 発表会
13：30　　
㉄ 雨宮ピアノ教室　☎ 042-723-6540

入場無料

6/22
（土）
　◯大

平原綾香 CONCERT TOUR 2019 
～ 幸せのありか ～
17：30　
全席指定6,800円
※お一人様4枚まで。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999

3/16（土）チケットMove先行発売
3/23（土）一般発売

小学生から

6/7
（金）
　◯大

丘みどりコンサート2019 ～演魅～
14：00　S席5,500円　A席5,000円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ エール・プロモーション　☎ 048-782-8605

3/20（水）発売

小学生から

6/19
（水）
　◯大

THE ALFEE BEST HIT ALFEE 2019 春の乱
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

3/16（土）発売

6/13
（木）
　◯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

6/5
（水）
　◯大

岸惠子 ひとり語り 「輝ける夕暮れ」
14：00　全席指定6,500円　
㉄ サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337 小学生から

6/6
（木）
　◯大

AUN J クラシック･オーケストラ チャリティーコンサート in 相模原
18：30　全席指定3,500円　※3歳以上要チケット。　※3歳未満は大人1名につき1名まで膝上鑑賞無料。
㉄ 相模原シティライオンズクラブ事務局　☎ 042-851-9455

6/1
（土）

・
2

（日）
　◯大

ミュージカル 
「リューン～風の魔法と滅びの剣～」

13：00　
S席9,000円　A席8,000円
※お一人様1公演のみ同一席種2枚まで。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337

4/7（日）チケットMove先行発売
4/14（日）一般発売

小学生から

5/21
（火）
　◯大

さだまさしコンサートツアー2019 
～新自分風土記～
18：00　
全席指定8,640円　
※お一人様4枚まで。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ チケットポート　☎ 03-5561-9001

3/26（火）チケットMove先行発売
3/30（土）一般発売

小学生から

5/20
（月）
　◯多

第135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〕三遊亭兼好、立川志ら乃、春風亭昇々、ニックス
※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

3/18（月）発売

小学生から

5/11（土）
・12（日）

　◯大

宝塚歌劇 星組全国ツアー公演
5/11（土）14：00／18：00　5/12（日）12：00／16：00　※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）

予定枚数終了

27
（土）
　◯多

Concerto piccolo 声楽発表会
14：30　　
㉄ フィオーレ･ディ･リリカ コンサーツ　☎ 046-253-7348

入場無料

27
（土）
　◯多

映画 道-白磁の人- 上映会
18：45　全席自由500円（資料付き）　
㉄ 映画「道-白磁の人-」を観る相模原の会　☎ 090-6957-6539

27
（土）
　◯大

2019年度 宇宙学校･さがみはら　
10：30　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ JAXA宇宙科学研究所 広報　☎ 042-759-8008（平日9：30～17：45）

入場無料

27
（土）
　◯大

第38回 宇宙科学講演と映画の会
14：30　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ JAXA宇宙科学研究所 広報　☎ 042-759-8008（平日9：30～17：45）

入場無料
（要整理券）

28
（日）
　◯大

県立相模原中等教育学校クラシックギター部 
第31回定期演奏会
13：30　㉄ 県立相模原中等教育学校 青木･國松　☎ 042-749-2536

入場無料

28
（日）
　◯多

中里学ワンマンライブ ～また会う日まで～
18：00　全席自由4,000円　
㉄ 中里　  nakazato0306gaku@yahoo.co.jp

29
（月・祝）
　◯大

県立相模原高校吹奏楽部 第39回定期演奏会
16：00　　
㉄ 県立相模原高校吹奏楽部顧問 安西　☎ 042-752-4151

入場無料
（要整理券）

6/23
（日）
　◯大

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

㉄ 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

9/29
（日）
　◯大

日本フィルハーモニー交響楽団 第14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。
※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〕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「盆
ぼんおどり

踊」「演
な が し

伶」「佞
ね ぶ た

武多」
　　　リスト：死の舞踏
　　　　　　 ハンガリー狂詩曲 第2番（管弦楽版）　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

4 月の公演

4 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…4/22（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…4/16（火）

4 月の公演 休館日…4/8（月）

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

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　※2歳以上要チケット。
㉄ tvkチケットカウンター　☎ 0570-003-117

予定枚数終了

0才から

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

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

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
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 小学生から

ⒸHikaru Hoshi

ⒸMichiko Yamamoto

ⒸShimizu

ⒸDisney

ⒸJonas Becker

20
（土）
　◯大

劇団四季ファミリーミュージカル 
『カモメに飛ぶことを教えた猫』
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歳未満の膝上鑑賞無料、
　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。
※1面もあわせてご覧ください。
㉄ 劇団四季 全国営業部　☎ 0570-008-110 0才から

5/17
（金）
　◯多

大人のための（音楽）鑑賞教室  
～フルートを学ぶ ピッコロからバスフルートまで～
11：30／14：00　 
全席自由1,000円　シルバー800円　
※シルバー（60歳以上）はチケットMoveのみ取扱い。

㉄ 相模原音楽家連盟 河合　☎ 042-733-5786 小学生から

7/10
（水）
　◯大

福田こうへいコンサートツアー2019 ～一所懸命～
13：30／18：00　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。
㉄ ベルワールドミュージック　☎ 03-3222-7982 小学生から

26
（金）
　◯多

New Musical「Color of Life」
14：00　全席指定6,000円
㉄ ワタナベエンターテインメント　☎ 03-5410-1885 小学生から

5/16
（木）
　◯大

杉良太郎＆伍代夏子 スペシャルコンサート～夫婦唄～
13：30　全席指定7,560円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

2
（火）
　◯多

県立弥栄高校 ARTLiVE 春公演
13：00／16：00　　
㉄ 県立弥栄高校ARTLiVE 宮田　☎ 042-758-4970

入場無料

6
（土）
　◯多

オペラ･ガラ･コンサート 丹沢診療所｢唱例発表会｣
14：00　全席自由3,000円（当日3,500円）　
㉄ 丹沢歌劇団 タケダ　☎ 090-2989-0145

7
（日）
　◯多

第8回フラフェスティバル＜特別ゲスト 高木ブー＞
13：00　全席自由1,500円　※10歳以上要チケット。
㉄ 村杉　☎ 046-277-1180

13
（土）
　◯大

県立弥栄高校吹奏楽部 第11回定期演奏会
17：00　　
㉄ 県立弥栄高校吹奏楽部顧問 柏木　☎ 042-758-4695

入場無料
（要整理券）

13
（土）
　◯多

0歳からの･はじめてのオーケストラ
10：40　全席自由2,000円　未就学児1,000円　
㉄ 日本サロンコンサート協会　☎ 03-6868-5193 0才から

21
（日）
　◯多

第32回ピアノ発表会 ～スプリングコンサート
13：00　　
㉄ 指出ピアノ教室　☎ 042-749-3262

入場無料

16
（火）
　◯多

さがみはら合同就職説明会
13：00　※学生対象。　
㉄ 相模原商工会議所 産業振興課　☎ 042-753-8136

入場無料

7/4
（木）
　◯大

林部智史 CONCERT TOUR 2019 初恋の音楽
18：30　全席指定6,500円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999

3/19（火）発売

小学生から

8/17
（土）
　◯大

ザ・ニュースペーパーLIVE2019
14：00　全席指定4,800円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960

4/13（土）発売

小学生から

7/24
（水）
　◯大

キエフ・クラシック・バレエ
14：00　全席指定4,500円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ インプレサリオ東京チケットセンター　☎ 03-6264-4221

3/25（月）発売

4才から

ⒸbozzoⒸbozzo

『Juice』
ミウィ橋本のオープンスペースに集う色 な々人を眺めながら、
様 な々身体が集まってミックスジュースのように混じり合う、

そんなイメージが湧いてきた
　

それぞれの身体から絞り出された汁、
分泌されたエネルギーが静かに揺らいでいる状態

流動的な中にもそれぞれの素材が現れては消えていく、
1回かぎりのミックスジュース

　
『ジュース』には『本質』という意味もあるらしい

　
静かに、でも確かにそこに

本質が浮き上がる瞬間を見逃さないように―

鈴木ユキオ

『Juice』
ミウィ橋本のオープンスペースに集う色 な々人を眺めながら、
様 な々身体が集まってミックスジュースのように混じり合う、

そんなイメージが湧いてきた
　

それぞれの身体から絞り出された汁、
分泌されたエネルギーが静かに揺らいでいる状態

流動的な中にもそれぞれの素材が現れては消えていく、
1回かぎりのミックスジュース

　
『ジュース』には『本質』という意味もあるらしい

　
静かに、でも確かにそこに

本質が浮き上がる瞬間を見逃さないように―

鈴木ユキオ

振付・演出・出演：鈴木ユキオ
出演：朝比奈竜生／阿部朱里／上杉春菜／大胡ねおみ／
　　　岡本 五／小谷葉月／小林らら／斉藤稚紗冬／酒井和哉／
　　　田端春花／原 正樹／宮 悠介／山田 暁／山﨑智美／渡邉 茜
サウンドデザイン：齊藤梅生
問（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

振付・演出・出演：鈴木ユキオ
出演：朝比奈竜生／阿部朱里／上杉春菜／大胡ねおみ／
　　　岡本 五／小谷葉月／小林らら／斉藤稚紗冬／酒井和哉／
　　　田端春花／原 正樹／宮 悠介／山田 暁／山﨑智美／渡邉 茜
サウンドデザイン：齊藤梅生
問（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

3/21（木・祝）16：00
ミウィ橋本5階・インナーガーデン
3/21（木・祝）16：00
ミウィ橋本5階・インナーガーデン

［さがプロ2020関連事業］ 鈴木ユキオ相模原オリジナルダンス公演

［さがプロ2020関連事業］ 鈴木ユキオ相模原オリジナルダンス公演

鑑賞無料
申込不要・どなたでも自由に
ご鑑賞いただけます
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5/12
（日）
　◯ホ

THE 50th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST 
東日本予選
10：45

〔出演〕東日本学生ビッグバンド・ジャズ・オーケストラ 
　　　18バンド（予定）
※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

入場無料
（要事前申込）

小学生から

7
（日）
　

楽縁の会 舞踊のつどい
10：45
㉄ 楽縁の会　☎ 042-753-5004

入場無料

14
（日）
　

県立上溝南高校吹奏楽部 第36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

5
（金）
　

第109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

14
（日）
　

第24回 小さな音楽会
13：15　　
㉄ メリーミュージック　☎ 042-771-5649

入場無料

21
（日）
　

歌踊演舞一座 響ファミリー城山公演
13：30／17：30　S席3,500円　A席3,000円　
㉄ 響ファミリー公演 城山実行委員会 金子　　☎ 090-2677-2324

28
（日）
　

寿会城山支部発表会
10：30　　
㉄ 寿会 根本　☎ 090-3316-3725

入場無料

6/22
（土）
　◯ホ

0さいからのクラシック 
音楽のおくりもの
11：00／14：00　
全席指定おとな2,000円　こども1,000円　
おやこセット2,500円
※こどもは小学生以下。
※おやこセット（おとな1名＋こども1名）は
　チケットMoveのみ取扱い。
※小さなお子様もお一人様1枚のチケットが
　必要です（膝上鑑賞時も要チケット）。

〔出演〕アンサンブル・ディヴェルターズ
※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

3/17（日）発売

0才から

21
（日）
　◯ホ

Cosmos＆Nex"us ダンスパフォーマンス 
さあ語り合おう わたしたちは一人ではない
18：30　全席指定4,500円（当日4,800円）　㉄ コスモスダンススタジオ　☎ 046-257-9082

6/20
（木）
　

高嶋ちさ子 ～ゆかいな音楽会～
15：00　全席指定5,500円（当日6,000円）

〔出演〕ヴァイオリン／高嶋ちさ子　
　　　ヴァイオリン／藤堂昌彦、森本安弘　ヴィオラ／長石篤志
　　　チェロ／西方正輝　ピアノ／伊賀拓郎
※出演者は変更となる場合がございます。
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から4 月の公演

4 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〕桂 文珍、柳家花緑、林家三平

ⓒ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4,200円

5/2（木・休） 14：00

託児あり 6才から小学生から

小学生から

新元号記念

特撰東西落語競演会

相模原市民会館

休館日…4/22（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。 4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

4/4（木）～4/9（火） 第11回水彩スケッチ「水陽・輝水会」展
 ※会期中17：00まで。　※初日11：00から、最終日13：00まで。
 ㉄犬井　☎080-5092-1411
4/11（木）～4/15（月） 第20回相模原市写真連盟展
 ※初日13：00から、最終日16：00まで。
 ㉄小方 　☎042-753-0776
4/19（金）～4/22（月） 中森博文2010→2019書展
 ※会期中17：00まで。
 ㉄中森 　☎090-2750-7016
4/25（木）～4/29（月・祝） 粋8人会絵画展
 ※会期中17：00まで。　※初日13：00から、最終日16：00まで。
 ㉄河原　☎042-774-9097
4/25（木）～4/27（土） 神奈川北央医療生協手づくり文化展
 ※会期中17：00まで。　※初日12：00から、最終日15：00まで。
 ㉄菅沼　☎042-755-5862
4/25（木）～4/30（火・休） 第22回彩風会水彩画展
 ※初日12：00から、最終日16：00まで。
 ㉄工藤　☎042-768-4658

相模原市民会館
☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

今後の公演

今後の公演

今後の公演

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。
㉄ 野呂愛美コンサート実行委員会　☎ 045-983-0081 0才から

5/6
（月・休）
　

城山講談の会 神田松之丞独演会
14：00
㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295

予定枚数終了

小学生から

19
（金）
　

由紀さおりコンサート2019 ～50年記念～“感謝„ 
相模原市民会館特別公演
14：30　
全席指定5,500円
※会館メンバーズは相模原市民会館のみ取扱い。

〔出演〕由紀さおり
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から

5/2
（木・休）
　

新元号記念 特撰東西落語競演会
14：00　
全席指定4,200円

〔出演〕桂 文珍、柳家花緑、林家三平
※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 小学生から

21
（日）
　◯多

第4回 さがみ人間未来フィルムフェスティバル
11：30　全席自由800円　
㉄ さがみ人間未来フィルムフェスティバル事務局 能勢　☎ 042-777-5557

26
（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

27
（土）
　◯ホ

はっぴょうかい（バレエ）
18：00　　
㉄ マブチ・ダンス・ステップス　☎ 044-987-3039

入場無料
（要整理券）

27
（土）
　◯多

気軽に♪ミュージック
10：30　全席自由1,800円（当日2,000円）　子ども500円　※未就学児入場無料。
㉄ きがみゅ～♪　☎ 090-5767-3969

27
（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

28
（日）
　◯多

春のコンサート4
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　☎ 090-3247-7688

3/15（金）発売

5/18
（土）
　◯ホ

第23回アラベスクコンサート 物語（ストーリー）～ページをひらく～
14：00　全席自由1,000円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ アラベスク 足立泰子　☎ 042-675-1720

3/15（金）発売

小学生から

6/15
（土）
　◯ホ

らくごDE全国ツアーvol.7 
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2019
13：30　
全席指定3,600円（当日3,900円）
※1、4面もあわせてご覧ください。

㉄ アクセス　☎ 045-212-5555

3/17（日）発売

小学生から

5/28
（火）
　

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.1
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
4/20（土）必着

28
（日）
　

伊作ピアノ教室 ピアノ発表会
11：30
㉄ 伊作ピアノ教室　☎ 090-8046-5031

入場無料

29
（月・祝）
　

相模原市吟剣詩舞連盟 創立50周年記念吟道大会
9：45
㉄ 相模原市吟剣詩舞連盟 事務局　☎ 042-776-1410

入場無料

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.1

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.1

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.1

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.1

参加者募集

日　　時 5/28（火）10：00～18：00  
会　　場 もみじホール城山・多目的ホール
募集期間 3/15(金)～4/20（土）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。

参加者
募集

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

主催：一般財団法人
狛江市文化振興事業団

好評発売中

狛江在住＆ゆかりの音楽家を中心としたメンバーによる
エコルマ・アンサンブルコンサートvol.11
礒 絵里子と仲間たち ～ブラームスはお好き？

3/16（土）
15：00開演

狛江エコルマホール
全席指定3,000円
高校生以下500円

12/17（月）発売

ヴァイオリン／磯 絵里子
ヴィオラ／田原綾子　
チェロ／新倉 瞳
ピアノ／近藤嘉宏

〔曲目〕 
オール・ブラームス・プログラム

「F.A.E.ソナタ」より スケルツォ ハ短調
ピアノ三重奏曲 第1番 ロ長調 Op.8
ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 Op.25

狛江エコルマホール
・728席　・小田急線狛江駅北口、徒歩1分
・小田急線ご利用：新宿から約20分、相模大野から30分 ♪託児サービスあり

ⒸYoshikazu InoueⒸYoshikazu Inoue

ⒸYoshinori KurosawaⒸYoshinori Kurosawa

広告

お申込み・お問合せ　エコルマホール　☎03-3430-4106

6才から

当日券
12：30

好評発売中

企業の福利厚生制度でお悩みの事業主の方へ

従業員の満足度向上で魅力ある企業に！
相模原市の企業 1,600社　19,600名が加入

（公財）相模原市勤労者福祉サービスセンター　TEL 042-775-5505
愛称：あじさいメイツ あじさいメイツ 検索

あじさいメイツの福利厚生サービス
（月額1人600円）にお任せください

福利厚生で
人材確保を
サポートします！

広告

お客様アンケートからお客様アンケートから

●かっこよかったです。親子で食い入るように真剣に見ました。また鑑
賞したいです。（女性／40代）

●パンフは全部にルビがあり、文字も大きく子どもと読みやすかった
です!!（女性／30代）

●間近で太鼓を聴けて、大人の自分も楽しめました。踊って笑えて、と
ても楽しい時間でした。（男性／30代）

●太鼓が色々出てきて、音がすごく大きかった。こどもより。
（男性／50代・お子様／8歳）

0才からの鼓童
（2018.6/23（土）杜のホールはしもと・ホール）

Ⓒ大窪道治Ⓒ大窪道治

Customer
Voice お客様アンケートからお客様アンケートから

～お客様アンケートより～

「この大会は履歴書に書けるので絶対獲りたい」
と落語家さんに太鼓判をおされる『ガチ』の戦い。

ゆるっとした雰囲気でお楽しみいただいておりますが、
楽屋裏は選手権特有の緊張感があり、

スタッフもドキドキしています。
　（落語担当スタッフより）

■次回の0さいからシリーズは6/22（土）杜のホールはしもと・ホール
　「0さいからのクラシック 音楽のおくりもの」です。

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

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!!

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

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
4/20（土）12：30開演／15：30開演
藤沢市民会館・大ホール
全席指定3,000円
※1歳以上要チケット。

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）

30
（火・休）
　◯ホ

まこちゃんを救う会 チャリティーコンサート
13：30
㉄ まこちゃんを救う会　☎ 03-5937-3270

入場無料

Ⓒ撮影：山田雅子



広告 広告

お問合せお問合せ

広告

○問 KMミュージック　☎045-201-9999

○問 サンライズプロモーション東京　☎0570-00-3337（全日10：00～18：00）

6/1（土）・2（日）  13：00
大ホール
S席 9,000円
A席 8,000円
※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（窓口販売なし）。
※お一人様1公演のみ同一席種2枚まで。

ミュージカル
「リューン～風の魔法と滅びの剣～」

○問 チケットポート　☎03-5561-9001

5/21（火）  18：00
大ホール
全席指定 8,640円
※お一人様4枚まで。
※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（窓口販売なし）。
※チケットの引き換えは、一般発売日の3/30（土）から
　受付開始。
※車椅子席は主催者に要問合せ。

さだまさしコンサートツアー 2019
～新自分風土記～

○問 エール・プロモーション　☎048-782-8605

6/7（金）  14：00
大ホール
S席 5,500円
A席 5,000円

丘みどりコンサート2019
～演魅～

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

6/22（土）  11：00／14：00　ホール
全席指定
おとな 2,000円　こども 1,000円　
おやこセット 2,500円
※こどもは小学生以下。
※おやこセット（おとな1名＋こども1名）は
　チケットMoveのみ取扱い。
※小さなお子様もお一人様1枚のチケットが必要です
　（膝上鑑賞時も要チケット）。
〔出演〕アンサンブル・ディヴェルターズ

0さいからのクラシック
音楽のおくりもの

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

5/20（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〕三遊亭兼好、立川志ら乃、春風亭昇々、ニックス

第135回グリーンホール八起寄席

7/4（木）  18：30
大ホール
全席指定 6,500円

林部智史 CONCERT TOUR 2019
初恋の音楽

○問 インプレサリオ東京チケットセンター　☎03-6264-4221

7/24（水）  14：00
大ホール
全席指定 4,500円
〔演目〕「くるみ割り人形」 「白鳥の湖」
　　　「眠れる森の美女」
　　　 豪華名場面集

キエフ・クラシック・バレエ
「チャイコフスキー 夢の3大バレエ名場面集」

○問 アラベスク 足立泰子　☎042-675-1720

5/18（土）  14：00　ホール
全席自由 1,000円
〔出演〕ソプラノ／足立泰子　フルート／浅田明美
 オカリナ・フルート／折田 緑
 ギター／佐々木真実子、佐藤順子　チェロ／住野公一
 ピアノ／今野恵子、中倉順子、升谷奈保
 語り／宮本美知枝
〔特別出演〕テノール／粟飯原俊文　ピアノ／粟飯原雅子
〔曲目〕ショパン：ワルツ第2番
 モリコーネ：ニュー・シネマ・パラダイス　他

第23回アラベスクコンサート
物語(ストーリー )～ページをひらく～

○問 キョードー横浜　☎045-671-9911

6/19（水）  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 2019 春の乱

○問 相模原ギター協会　☎090-3247-7688

4/28（日）  14：00
多目的室
全席自由 1,500円（当日1,800円）
〔出演〕ヴァイオリン／佐藤奈美、平本小都実
 ヴィオラ／鶴 友見 チェロ／村上咲依子
〔曲目〕ヴィヴァルディ：「四季」より春
 シューベルト：弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」

春のコンサート4

○問 KMミュージック　☎045-201-9999

6/22（土）  17：30
大ホール
全席指定 6,800円
※お一人様4枚まで。

平原綾香 CONCERT TOUR 2019
～ 幸せのありか ～

第18回さがみはら若手落語家
選手権優勝者による出前落語！
◆落語家があなたの街にやってくる◆
白熱した第18回さがみはら若手落語家選手権。熱気ある戦いが繰り広げら
れました。今年もその優勝者があなたの街へ落語を出前します。ぜひこの機
会にご近所で落語会を開催してみませんか？

出前先
募集

出 演 者
実施期間
費 用
応募資格

実 施 数
募集期間
申込方法

お申込み・お問合せ

3/26（火）チケットMove先行発売
3/30（土）一般発売

4/7（日）チケットMove先行発売
4/14（日）一般発売

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

8/17（土）  14：00
大ホール
全席指定 4,800円

社会風刺コント集団
ザ・ニュースペーパー LIVE2019

3/16（土）チケットMove先行発売
3/23（土）一般発売

○問 アクセス　☎045-212-5555

6/15（土）  13：30
ホール
全席指定 3,600円（当日3,900円）

らくごDE全国ツアー vol.7
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2019

2019年度 宇宙学校・さがみはら 入場
無料

入場
無料

4/27（土）10：30
相模女子大学グリーンホール・大ホール
小学校4年生～中学生
※小学校高学年から中学生を対象にしていますが、どなたでも参加いただけます。
1,000名（先着順）
無料
JAXA 宇宙科学研究所 准教授 岩田隆浩
 助教 村上 豪

日 時
会 場
対 象

定 員
入 場 料
講 師

第38回 宇宙科学講演と映画の会
4/27（土）14：30
相模女子大学グリーンホール・大ホール
一般
※中学生以上を対象にしていますが、どなたでも参加いただけます。
1,000名
無料（※当日13：30より相模女子大学グリーンホール・大ホール入口にて入場整理券を配布します。）
JAXA 宇宙科学研究所 
　「はやぶさ2」プロジェクトマネージャ 津田雄一
　「はやぶさ」元プロジェクトマネージャ 川口淳一郎

お問合せ JAXA宇宙科学研究所 広報担当　☎042-759-8008（平日9：30～17：45）
※詳細はJAXA宇宙科学研究所ホームページをご覧ください。 http://www.isas.jaxa.jp

日 時
会 場
対 象

定 員
入 場 料
講 師

第18回さがみはら若手落語家選手権 優勝者
9/1（日）～2020.1/31（金）
なし。　交通費（実費）・食費をご負担いただく場合あり。
①相模原市内で活動している団体
②営利、宣伝、営業、政治、宗教を目的とした催物は不可
③1日1団体
④行事等の司会のみの出演不可
⑤屋内での出演
⑥11：00～21：00の間で2時間以内
⑦一席30分以内、二席まで
8会場※応募多数の場合は選考。
4/30（火・休）必着
応募用紙に必要事項をご記入の上、ファックスまたは郵送。応募用
紙は、杜のホールはしもとの窓口で配布の他、ホームページからも
ダウンロードできます。
※詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。
※応募者多数の場合は選考。結果は、5/15（水）までに郵送にて通知します。
〒252-0143　相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本7階
杜のホールはしもと「出前落語」係
☎042-775-3811　　　042-700-2666FAXFAX

観覧者
募集

日　　時 5/12（日）10：45（16：00終演予定）
 ※入退場自由。
 ※コンテストの結果発表はご覧いただけません（演奏のみの観覧となります）。
 ※時間は変更になる場合があります。
会　　場 杜のホールはしもと・ホール（2階席からの鑑賞になります）
出　　演 東日本学生ビッグバンド・ジャズ・オーケストラ 18バンド（予定）
入 場 料 入場無料（要入場整理券）
入場整理券申込方法
　郵便はがき（私製を除く）の
　「うら面」に①郵便番号②住所③名前④電話番号⑤入場予定者数（２名まで）
　をご明記の上、下記までお申込みください。
　※応募多数の場合は抽選します。
　※小学生以上のお子様から入場可、整理券が必要です。
　※インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込みは固くお断りします。
　　なお、売買を目的としたお申し込みであると判明した場合には抽選対象外となります。

締　　切 4/15（月）必着
お申込み 〒252-0143　相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本7階
 杜のホールはしもと「ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト東日本予選」係
お問合せ 杜のホールはしもと　☎042-775-3811（9：00～17：00）

山野楽器が主催し49年の歴史と伝統を誇るこのコンテストは、「学生ビックバ
ンド・ジャズ界最高峰のコンテスト」と呼ばれています。ジャズの甲子園とも言
われるコンテストの予選会を、杜のホールはしもとにて限定公開！

※昨年度本選会第1位　『同志社大学 ザ・サード・ハード・オーケストラ』※昨年度本選会第1位　『同志社大学 ザ・サード・ハード・オーケストラ』

当選者のみに入場整理券を
4/27（土）までにお送りします。

50

東日本予選

なごみーず
アコースティックナイトin相模大野

（平日10：00～18：00／土曜10：00～14：00＜日・祝は定休＞）

4/6（土）16：30開演（16：00開場）4/6（土）16：30開演（16：00開場）
全席指定6,000円（税込） ※未就学児の入場はご遠慮ください。全席指定6,000円（税込） ※未就学児の入場はご遠慮ください。
相模女子大学グリーンホール・大ホール相模女子大学グリーンホール・大ホール

好評発売中

5/24（金）
11：30開演（11：00開場）／15：30開演（15：00開場）
5/24（金）
11：30開演（11：00開場）／15：30開演（15：00開場）

全席指定 S席 6,500円（税込）A席 5,000円（税込）  
※未就学児の入場はご遠慮ください。
全席指定 S席 6,500円（税込）A席 5,000円（税込）  
※未就学児の入場はご遠慮ください。

相模女子大学グリーンホール・大ホール相模女子大学グリーンホール・大ホール

2019

発売初日特別電話予約
チケットぴあ　☎0570-02-9940
ローソンチケット　☎0570-084-200
イープラス　http://eplus.jp

○問 キョードー東京　☎0570-550-799

9/2（月）  19：00
大ホール
S席 11,500円
A席 9,500円
B席 8,000円

ブラスト！：ミュージック・オブ・ディズニー
blast the music of Disney

4/6（土）チケットMove先行発売
4/13（土）一般発売

©Disney©Disney

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

小学生から

4才から 小学生から

0才から

小学生から

小学生から

好評発売中

小学生から

3才から

次号は4月15日（月）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
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