
フローズン・ビーチ
作=ケラリーノ・サンドロヴィッチ　 演出=鈴木裕美

K E R A
CROSS ケラリーノ・サンドロヴィッチの数々の戯曲の中から選りすぐりの名作を才気あふれる演出家たちが異なる味わいに仕立てる 連続上演シリーズ第一弾

朝倉あき朝倉あきブルゾンちえみブルゾンちえみ鈴木 杏鈴木 杏

女優4人で紡ぐサスペンスコメディ。
1998年にナイロン100℃により、KERA
自身の演出で新宿紀伊国屋ホールにて初演。
世相を鋭く映し出しながらも、16年に渡る
女性同士の心の機微を描く、密室劇の傑作。
第43回岸田國士戯曲賞受賞。
今年の夏、話題の公演。杜のホールより開幕。

杜のホールはしもと・ホール

全席指定8,000円

7/12（金）18：30
7/13（土）13：30
7/14（日）13：30

小学生から

4/30（火・休）チケットMove先行発売
5/18（土）一般発売

シルビア・グラブシルビア・グラブ

S席 子供：3,200 円　大人：5,200 円
A席 子供：2,500 円　大人：4,200 円
B席 子供：1,800 円　大人：3,200 円

第45回日本フィル

土

第1部

※子供は4歳以上高校生以下。
※当公演の託児サービスは®マザーズ☎0120-788-222までお申込みください。
※開場時、ウェルカム・イベントがあります。

チャイコフスキー：バレエ《眠りの森の美女》よりワルツ
J.シュトラウスII世：雷鳴と電光
J.シュトラウスII世：エジプト行進曲
ホルスト：組曲《惑星》より「ジュピター」

オーケストラの演奏にのってみんなでうたおう
第3部
さんぽ/大きな古時計/勇気100％

4才から託児あり

4/18（木）発売

［プレビュー公演］

指揮／永峰大輔

お話とうた／江原陽子

第2部
プロコフィエフ

（日本フィル夏休みコンサート2019版）

バレエ／スターダンサーズ・バレエ団
（第2部のみ）

©Takashi Hiyama〈A.I C
o.,L
td.
〉

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5 月15日（水）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.314

4.15
2019

【5/7（火）は休業します】



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、4/1（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。

7/12
（金）
　◯大

HOTEI Live In Japan 2019 
～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～
19：00　全席指定8,000円
※お一人様4枚まで。
※3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

4/20（土）チケットMove先行発売
4/27（土）一般発売

3才から

7/20
（土）
　◯大

第45回日本フィル夏休みコンサート2019
14：00　
S席 子供3,200円　大人5,200円
A席 子供2,500円　大人4,200円
B席 子供1,800円　大人3,200円
※子供は4歳以上高校生以下。
※当公演の託児サービスは、
　®マザーズ（☎0120-788-222）まで
　お申込みください。
※開場時、ウェルカム・イベントあり。

〔出演〕指揮／永峰大輔　お話とうた／江原陽子
　　　バレエ／スターダンサーズ・バレエ団
※1、4面もあわせてご覧ください。

㉄ 日本フィル・サービスセンター　☎ 03-5378-5911（平日10：00～17：00）

4/18（木）発売

託児あり 4才から

今後の公演

26
（日）
　◯大

青陵ウインドオーケストラ 第27回定期演奏会
13：30　全席自由500円　※中学生以上要チケット。
㉄ 青陵ウインドオーケストラ演奏会実行委員会　☎ 080-3251-9260

30
（木）
　◯多

相模大野･町田地区 私立中学合同説明会
10：00　　
㉄ スクールパートナーズ　☎ 042-724-2750

入場無料

18
（土）
　◯大

県立相模原中等教育学校吹奏楽部 第33回定期演奏会
14：00　　
㉄ 県立相模原中等教育学校吹奏楽部 加藤　☎ 042-749-1288

入場無料

18
（土）
　◯多

相模ホルンズ 第3回定期演奏会
18：00　全席自由500円　
㉄ 相模ホルンズ 大藤　☎ 090-9820-8549 小学生から

19
（日）
　◯多

ピアノ&ヴァイオリン発表会
13：00　　
㉄ みずほ音楽教室　☎ 046-211-5974

入場無料

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

㉄ キョードー東京　☎ 0570-550-799 3才から

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。

㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 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
㉄ エール・プロモーション　☎ 048-782-8605 小学生から

6/19
（水）
　◯大

THE ALFEE BEST HIT ALFEE 2019 春の乱
18：30　※6歳以上要チケット。
㉄ キョードー横浜　☎ 045-671-9911

予定枚数終了

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

6/1
（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。

㉄ サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337 小学生から

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
㉄ チケットポート　☎ 03-5561-9001

予定枚数終了

小学生から

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

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

11（土）
・12（日）

　◯大

宝塚歌劇 星組全国ツアー公演
11（土）14：00／18：00　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

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

5 月の公演

5 月の公演

休館日…5/7（火）

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…5/13（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…5/14（火）

3（金・祝）
4（土・祝）
　◯大

Neo AGITO vol.02
3（金・祝）18：00　4（土・祝）12：00／17：00　全席指定3,800円（当日券のみ）
㉄ スラッシュジャパン　☎ 03-6657-7325

5（日・祝）
6（月・休）
　◯大

ヒカリノアジト vol.12
5（日・祝）18：00　6（月・休）12：00／17：00　全席指定4,000円（当日券のみ）
㉄ スラッシュジャパン　☎ 03-6657-7325

5 月の公演 休館日…5/13（月）

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

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。

〔出演〕フルート／浅尾真実、大見幸司、河合沙樹、
　　　　　　　　佐々木寿弘、鈴木菜月、武内美穂、
　　　　　　　　福田徳子

㉄ 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

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

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
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

7/24
（水）
　◯大

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」
14：00　全席指定4,500円
㉄ インプレサリオ東京チケットセンター　☎ 03-6264-4221 4才から

1
（水・祝）
　◯大

JIN AKANISHI 5th Anniversary Our Years Film
17：00　全席指定4,000円　※赤西仁本人の出演はありませんのでご注意ください。
※お一人様4枚まで。　㉄ ラウンド・アバウト　☎ 03-6418-7205 3才から

4
（土・祝）
　◯多

自由演奏会 in さがみはら 2019
14：00　　
㉄ 自由演奏会 in さがみはら 実行委員会 大野　☎ 050-3708-9823

入場無料

5
（日・祝）
　◯多

相模女子大学･女子美術大学 ジョイントコンサート
17：00　　
㉄ 関口　☎ 090-9374-0928

入場無料

6
（月・休）
　◯多

小さなコンサート
13：00　　
㉄ 後藤ピアノ教室　☎ 042-749-2883

入場無料

11
（土）
　◯多

｢いただきます｣上映会&ウォン･ウィンツァンコンサート
15：00　全席自由2,500円（当日3,000円）　※高校生以上要チケット。
㉄ 根本／竹内　☎ 080-5051-5668／090-1811-3263

17
（金）
　◯大

夢スター歌謡祭 藤あや子コンサート
14：00　PS席7,344円　SS席6,264円　
㉄ 夢グループ　☎ 0570-064-724 3才から

23（木）～

26（日）
　◯多

第7回ピュアローズグループ作品展
10：00　　
㉄ 神谷　☎ 090-8047-0900

入場無料

6/7
（金）
　◯多

Sプロジェクト 3周年公演
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

4/15（月）発売

4才から

6/16
（日）
　◯大

相模原市民交響楽団 第38回定期演奏会
14：00　全席自由1,000円
※65歳以上、高校生以下及び障害者手帳をお持ちの方は
　入場無料（小学生を除き要証明書）。

〔出演〕指揮／田代俊文　管弦楽／相模原市民交響楽団
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 定期演奏会事務局　☎ 090-6518-9286

4/15（月）発売

小学生から

ⒸTakashi Hiyama
〈A.I Co.,Ltd.〉

8/28
（水）
　◯大

郷ひろみ Hiromi Go Concert Tour 2019
18：30　全席指定8,000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

4/26（金）発売

3才から

4
（土・祝）
　

県立相模原中等教育学校コーラス部 定期演奏会
14：00　　
㉄ 県立相模原中等教育学校コーラス部 代表川島　☎ 090-1815-4813

入場無料

11
（土）
　

相模原町田地区介護医療圏インフラ整備コンソーシアムシンポジウム 
「自分らしく生きる、自分らしく支える～来たれ平成生まれ！介護現場へ～」
13：00　㉄ 北里大学東病院 トータルサポートセンター 伊勢田・大谷　☎ 042-748-5397

入場無料

12
（日）
　

竜翔会民謡歌謡発表会
10：00　　
㉄ 小川　☎ 042-744-0356

入場無料

17
（金）
　

もっちゃんと歌仲間 第10回発表会
10：00　　
㉄ 矢沢　☎ 090-1501-3281

入場無料

19
（日）
　

唄と踊りで綴る皐月まつり
10：00　　
㉄ 井上　☎ 042-744-5413

入場無料

26
（日）
　

第27回 日舞・吟剣詩舞のつどい
13：00　　
㉄ 永守　☎ 042-748-0911

入場無料

2
（木・休）
　◯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

3
（金・祝）
　◯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

3
（金・祝）
　◯ホ

勉強会
13：30　　
㉄ セェリ・アカデミー・ド・バレエ　☎ 042-760-0266

入場無料
（要整理券）

4
（土・祝）
　◯ホ

県立相模原高校マンドリン部 第27回定期演奏会
13：30　　
㉄ 県立相模原高校 小山　☎ 042-752-4133

入場無料
（要整理券）

5
（日・祝）
　◯多

岳公吟道会春季温習会
11：30　　
㉄ 篠井岳襄　☎ 080-2023-8899

入場無料

6
（月・休）
　◯多

NPO法人相模原市合気道連盟演武大会・ 
高城誠師範追悼記念
14：00　㉄ NPO法人相模原市合気道連盟　☎ 042-779-4032

入場無料

6
（月・休）
　◯ホ

R-スタイルバレエスタジオ 春のコンサート
17：00　　
㉄ R-スタイルバレエスタジオ　☎ 042-852-2800

入場無料
（要事前申込）

6才から

当日券
12：30

好評発売中

チケット
発売中

岸惠子
ひとり語り

『輝ける夕暮れ』

相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定6,500円 小学生以上

6/5（水）
14：00開演（13：15開場）

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）

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

6/13
（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

8/17
（土）
　◯大

ザ・ニュースペーパーLIVE2019
14：00　全席指定4,800円
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 小学生から

10/14
（月・祝）
　◯大

中村雅俊 45th ANNIV.CONCERT TOUR 2019
16：00　全席指定6,600円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999

4/19（金）発売

小学生から

6才から

当日券
12：30

好評発売中

チケット
発売中

しまじろうと一緒に
ドキドキ・ワクワクの
大冒険へ出発!

しまじろうと一緒に
ドキドキ・ワクワクの
大冒険へ出発!

6/29（土）
開演10：30／13：00／
15：30／18：00★
6/30（日）

開演10：00／12：30／
15：00／17：30★

※詳細は、情報紙Move5/15号を
　ご覧ください。

相模女子大学グリーンホール
大ホール

5/15（水）チケットMove先行発売　5/17（金）一般発売

※★の回はスペシャルアンコール
　（通常のステージに加え、歌や
　ダンスを追加した特別公演）つき!

6/30（日）開演10：00／12：30／　　15：00／17：30★

広告

お問合せ　しまじろうコンサートお客さま窓口　☎0120-988-883

橋爪 功

6才から

当日券
12：30

好評発売中

好評発売中

チケット
発売中

Music Program TOKYO
小曽根 真＆スコティッシュ・ナショナル・ジャズ・オーケストラ

"Jazz meets Classic"

【出演】 ピアノ／小曽根 真
 スコティッシュ・ナショナル・ジャズ・オーケストラ
 ナレーション／橋爪 功

【曲目】 サン＝サーンス：動物の謝肉祭（小曽根真編曲）
 プロコフィエフ：ピーターと狼 op.67（トミー・スミス編曲／ナレーション付き）

5/18（土）17：00開演
東京文化会館 大ホール（JR上野駅公園口前）

5/19（日）15：00開演
オリンパスホール八王子（JR八王子駅南口直結）

【チケット】
S席5,400円　A席4,320円　B席3,240円　25歳以下1,080円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

小曽根 真

Ⓒ中村風詩人Ⓒ中村風詩人

広告

お問合せ　東京文化会館チケットサービス　☎03-5685-0650

広告

当日券
10：30
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6/28
（金）
　◯ホ

太田太郎ピアノリサイタル
19：00　全席自由3,000円（当日3,200円）　中学生以下1,500円（当日1,700円）
※7歳以上要チケット。　㉄ エームジーク企画　☎ 080-5179-0821 5才から

18
（土）
　◯多

株式会社グローバルキャスト主催 
G-VaLEd 子どもみらいグランプリ2019 神奈川地区大会
11：30　㉄ 株式会社グローバルキャスト　☎ 03-6271-9084

入場無料

19
（日）
　◯ホ

おたまじゃくし30周年記念コンサート 風のように爽やかに
15：00　　
㉄ 神保　☎ 042-758-7495

入場無料

19
（日）
　◯多

第4回「ハワイアンin橋本」
12：00　　
㉄ 大坪　☎ 090-1266-9644

入場無料

20
（月）
　◯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

21
（火）
　◯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

23
（木）
　◯ホ

第35回 大正琴湖陽会チャリティ演奏会
10：00　　
㉄ 湖陽会 安藤ヤス子　☎ 042-752-2854

入場無料

24
（金）
　◯多

「生伴奏で歌いま専科」歌謡曲 
～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

25
（土）
　◯多

カルちゃんランドセル出張ランドセル館
10：00　　
㉄ ㈱神田屋鞄製作所　☎ 03-3986-3731

入場無料

26
（日）
　◯ホ

森口賢二 おしゃべりコンサートVol.6
14：00　全席自由3,000円　
㉄ 大井理恵子　☎ 090-1036-8700

26
（日）
　◯多

裕楽庵KOTOコンサートvol.5
13：30　　
㉄ 髙橋　☎ 080-7087-1117

入場無料

27
（月）
　◯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

29
（水）
　◯ホ

県立弥栄高校音楽科 第10回オペラ・協奏曲の夕べ
17：30　　
㉄ 音楽科 福井忠貴　☎ 042-758-4968

入場無料

29（水）～

6/1（土）
　◯多

ちゃちゃキルトビーパッチワーク作品展
10：00～17：00　※最終日は16：00まで。　
㉄ 熊田八重子　☎ 090-1530-7315

入場無料

31
（金）
　◯ホ

バカでも出来る爆笑「行動力」
19：00　参加費1,000円（要事前申込）　
㉄ 公益社団法人相模原青年会議所 輝く人材開発会議　☎ 042-753-1315

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
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 0才から

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
※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

5 月の公演

5 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

高嶋ちさ子
～ゆかいな音楽会～

お問合せ　相模原市民会館　☎042-752-4710

〔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。

ⓒBenesse Corporation
　／しまじろう

相模原市民会館・
ホール
全席指定5,500円

託児あり 6才から小学生から

小学生から

小学生から

高嶋ちさ子
～ゆかいな音楽会～

好評発売中

6/20（木）15：00
相模原市民会館

休館日…5/20（月）

休館日…5/13（月）

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。 5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

5/9（木）～5/13（月） F8会写真展
 ※初日13:00から、最終日16:00まで。
 ㉄森田　☎090-3582-3221

5/9（木）～5/14（火） ローマン派美術協会 神奈川支部展
 ※初日13:00から、最終日16:00まで。
 ㉄丹羽　☎042-770-6936

5/9（木）～5/14（火） 高梨京子色鉛筆画教室 第13回合同作品展
 ※会期中17:00まで。
 ※初日13:00から、最終日15:00まで。
 ㉄高梨　☎042-784-4391

5/16（木）～5/20（月） 第6回さがみ水墨・日本画協会展（公募）
 ※初日14:00から、最終日16:00まで。
 ㉄田澤　☎042-733-4176 

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

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

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。

㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から

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
㉄ アラベスク 足立泰子　☎ 042-675-1720 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
㉄ アクセス　☎ 045-212-5555

予定枚数終了

小学生から

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）　
※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
4/20（土）必着

10
（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

12
（日）
　◯ホ

THE 50th YAMANO BIG BAND JAZZ CONTEST　東日本予選
10：45　※整理券のお申込みは終了しました。　
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811

入場無料
（要整理券）

小学生から

15
（水）
　◯ホ

チャリティーコンサート 東日本大震災大船渡市復興支援
19：00　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。
㉄ 相模原中央ライオンズクラブ　☎ 090-3247-7688

4/15（月）発売

7/12
（金）

～

14
（日）
　◯ホ

KERA CROSS フローズン・ビーチ 
プレビュー公演
7/12（金）18：30 
   13（土）13：30 
   14（日）13：30 
全席指定8,000円 

〔出演〕鈴木 杏､ブルゾンちえみ､
　　　朝倉あき､シルビア・グラブ 
※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

4/30（火・休）チケットMove先行発売
5/18（土）一般発売

小学生から

10/26
（土）
　◯多

地元音楽アーティスト応援企画 
あなたの街のウタイスト
18：30
全席自由（整理番号付）1,000円 

〔出演〕ウタイスト
　　　（ギター／瀧澤克成　ヴォーカル／石河美穂） 
※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

4/28（日）発売

小学生から

10
（金）

第110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

子育て中のお父さん・お母さんをサポート♪

託児サービスのご案内託児サービスのご案内
　　　 の公演には託児サービスをご利用いただけ
ます。各公演の開場から終演時間まで、有資格の保
育者が責任を持ってお子様をお預かりします。子育
て中のお父さん・お母さんも、安心してごゆっくりと
公演をお楽しみください。

託児あり

お申込み・お問合せ　株式会社明日香　☎03-6912-0015（平日9：00～18：00）

申込方法 チケットをご予約後、公演の1週間前までに
 下記連絡先にお申込みください（定員になり次第締切）。
対　　象 0歳6ヵ月～未就学児（定員10名）
ご利用料金 0歳6カ月～1歳6カ月未満……2,000円

（お子様1名分） 1歳6カ月～未就学児…………1,000円

5/10（金）、5/21（火）、5/28（火）、6/7（金）、6/13（木）、6/25（火）
各日18：30～19：30（全6回）
おださがプラザ・多目的ルーム
小学4年生以上
20名　※応募者多数の場合は抽選します。
各500円
①住所 ②名前（ふりがな） ③年齢 ④電話番号
をご明記の上、ハガキにてご応募ください。
4/30（火・休）必着
〒252－0321  相模原市南区相模台3-13-18
相模原市洋舞連盟　北島寿子
☎042-746-5835

日 時

会 場
対 象
募集人数
参 加 費
応募方法

募集期間
お申込み・お問合せ

初心者歓迎！ フラメンコを踊って、
楽しく異文化に触れてみませんか。

さがプロ2020
フラメンコワークショップ

参加者
募集

19
（日）

相模原市民吹奏楽団 第38回グリーンコンサート
14：00
㉄ 相模原市民吹奏楽団 事務局　☎ 090-2159-4963

入場無料
（要入場引換券）

25
（土）

辻美流17周年発表会
12：30
㉄ 辻美流米踊会　☎ 042-761-0879

入場無料

26
（日）

45回 相模原舞踊協会発表会
11：30
㉄ 相模原舞踊協会　☎ 042-755-2354

入場無料

「街かどコンサート」は、市役所ロビーや商業施設などの“街かど”で、上質
な音楽をどなたでも気軽にお楽しみいただける小さなコンサートです。
相模原市内の各所で、実施しています。ぜひお立ち寄りください。
※日程・会場・出演者等の追加情報は、決まり次第随時財団ホームページで告知します。

5/23（木）、7/18（木）、9/19（木）、11/21（木）、
2020.1/16（木）、3/12（木）　他
各回12：20～12：50（約30分間）
相模原市役所本館1階ロビー　他
相模原音楽家連盟　他
相模原市

日 程
　
時 間
会 場
出 演
主 催

街かどコンサート年間予定 無料
公演

お問合せ　（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

当日券
13：00

ⒸHIDEKI NAMAIⒸHIDEKI NAMAI

託児あり 6才から小学生から

ⒸbozzoⒸbozzo

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『ＪＵＩＣＥ』公演

レポート

　去る3月、ミウィ橋本5階・インナーガーデンにて鈴木ユキオ振付・演出・出演の
ダンス公演を行いました。出演したのは、鈴木ユキオプロジェクトダンサーと、
オーディションで選出されたダンサーたちです。
　吹き抜けのインナーガーデンは個々のカラダのエネルギーで満ち満ちて、
いつもとは違う特別な空間になりました。
　たくさんのご来場ありがとうございました。
※本公演は3月21日（木・祝）に開催しました。
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杜のホールはしもと

=チケットMove窓口あり

おださがプラザ
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相模原市民会館

上
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↓

広告 広告

○問 定期演奏会事務局　☎090-6518-9286

6/16（日）  14：00
大ホール
全席自由 1,000円
※65歳以上、高校生以下及び障害者手帳をお持ちの方は
　入場無料（小学生を除き要証明書）。
※無料券は当日12：00より配布。
〔出演〕指揮／田代俊文　管弦楽／相模原市民交響楽団
〔曲目〕マーラー：交響曲第5番
 シューベルト：劇音楽「ロザムンデ」より バレエ音楽1、2番
 ブラームス：大学祝典序曲
　　　　
　　　

相模原市民交響楽団 第38回定期演奏会

7/12（金）18：30
　13（土）13：30
　14（日）13：30  
ホール
全席指定 8,000円
〔出演〕鈴木 杏、ブルゾンちえみ、
 朝倉あき、シルビア・グラブ

KERA CROSS　フローズン・ビーチ
プレビュー公演

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811○問 KMミュージック　☎045-201-9999

8/28（水）  18：30
大ホール
全席指定 8,000円
※お一人様4枚まで。

郷ひろみ
Hiromi Go Concert Tour 2019

○問 ぴあのオフィス　☎042-703-6088

○問 キョードー横浜　☎045-671-9911

7/12（金）  19：00
大ホール
全席指定 8,000円
※お一人様4枚まで。
※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、及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。
※お子様の会場における安全責任は、
　同行の保護者に負っていただきます。

HOTEI Live In Japan 2019
～GUITARHYTHM Ⅵ TOUR～

6/7（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／柴山貴生
 ヴァイオリン／吉井友里
〔曲目〕チャールダーシュ
 白鳥の湖ロックver.　他

Sプロジェクト 3周年公演
これまでの人気曲を楽しく豪華にお届けします！

4/30（火・休）チケットMove先行発売
5/18（土）一般発売

○問 KMミュージック　☎045-201-9999

10/14（月・祝）  16：00
大ホール
全席指定 6,600円

東建コーポレーションPresents
中村雅俊 45th ANNIV.CONCERT TOUR 2019
「ON and ON」Vol.3 ～ Acoustic Unit ～

あなたの街のウタイスト

4/28（日）14：00
ミウィ橋本5階・インナーガーデン
無料
ウタイスト
（ギター／瀧澤克成　ヴォーカル／石河美穂）
ウタイスト／変わらない歌、眠りにつく前に
荒井由実／やさしさに包まれたなら　他
杜のホールはしもと　☎042-775-3811

フリーライブ（ミウィ橋本5階・インナーガーデン）
橋本七夕まつりインナーガーデンLIVE
ゲスト出演決定！
ワンマンライブ

日 　 時
会 　 場
入 場 料
出 演

曲 目

お問合せ

6/29（土）
8 / 4（日）

10/26（土）

相模原を拠点に活躍するアーティストを応援しよう！
誰もが驚く超絶ギターと、誰もが聞き惚れる魅惑のヴォーカルで
今注目のデュオ「ウタイスト」が10月にワンマンライブを開催。
まずはフリーライブでウタイストを知ってみませんか？

無料
公演

～今後の予定～

7/20（土）  14：00
大ホール
S席 子供3,200円　大人5,200円
A席 子供2,500円　大人4,200円
B席 子供1,800円　大人3,200円
※子供は4歳以上高校生以下。
※当公演の託児サービスは
　®マザーズ☎（0120-788-222）までお申込みください。
※開場時、ウェルカム・イベントあり。
〔出演〕指揮／永峰大輔
 お話とうた／江原陽子
 バレエ／スターダンサーズ・バレエ団（第2部のみ）
〔曲目〕第1部 チャイコフスキー：バレエ《眠りの森の美女》よりワルツ
  J.シュトラウスII世：雷鳴と電光
  J.シュトラウスII世：エジプト行進曲
  ホルスト：組曲《惑星》より「ジュピター」
 第2部 プロコフィエフ：バレエ《シンデレラ》
  （日本フィル夏休みコンサート2019版）
 第3部 「オーケストラの演奏にのってみんなでうたおう」
  さんぽ/大きな古時計/勇気100％

第45回日本フィル夏休みコンサート2019

○問 日本フィル・サービスセンター　☎03-5378-5911（平日10：00～17：00）

©Takashi Hiyama©Takashi Hiyama

■ 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（小田急相模原駅文化交流プラザ）
　 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

※詳細は上記事（チケット発売情報）をご覧ください。

見事優勝した桂 竹千代さんが、相模原市内
の団体に落語を出前します。あなたのご近
所で落語会を開催してみませんか？公演料
は当財団が負担します。詳細は杜のホール
ホームページまたはチラシをご覧ください。

※第18回さがみはら若手落語家選手権の
優勝者は、3/10（日）の本選会で
お客様の投票により決定しました。

第18回さがみはら若手落語家選手権優勝者が

「桂 竹千代」さんに決定しました！ 祝

検索杜のホールはしもと

※昨年の公演の様子※昨年の公演の様子

今年で18回目！毎年延べ約35万人の人出がある「橋本七夕まつり」を
盛り上げる恒例ライブ！出演者を大募集しています！

橋本七夕まつり
インナーガーデンLIVE

※出演者は事前選考により決定します。

※詳細は応募用紙にてご確認ください。

8/3（土）18：00～
8/4（日）15：00～
（いずれかの日程で1組あたり約20分）
ミウィ橋本5階・インナーガーデン（JR橋本駅北口すぐ）
各回ともに4組（人）程度
※出演者は事前選考により決定します。

相模原市内または近隣で軽音楽の演奏活動をし、当日演奏を披露
できる団体及び個人。
応募用紙に必要事項をご記入の上、当日の演奏予定曲を録音した
音源と、日頃の演奏活動を撮影したステージ写真を、下記まで郵
送または持参してください。
※詳細は応募用紙にてご確認ください。

6/14（金）必着
〒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「インナーガーデンLIVE 出演者募集」係
☎042-775-3811

出演者
募集

日 　 時

会 　 場
募集人数

出演資格

応募方法

募集期間
お申込み
・

お問合せ

4/20（土）チケットMove先行発売
4/27（土）一般発売

○問 相模原中央ライオンズクラブ　☎090-3247-7688

5/15（水）  19：00　ホール
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
 ピアノ／石橋衣里
〔曲目〕F.タレガ：アルハンブラの想い出
 I.アルベニス：アストゥリアス
 ムーケ：パンの笛　他

チャリティーコンサート 
東日本大震災大船渡市復興支援

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

10/26（土）  18：30
多目的室
全席自由（整理番号付）1,000円
〔出演〕ウタイスト
 （ギター／瀧澤克成　ヴォーカル／石河美穂）

地元音楽アーティスト応援企画
あなたの街のウタイスト

小学生から

４才から

小学生から3才から

小学生から

4才から託児あり

3才から

小学生から

次号は5月15日（水）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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