
もみじホール城山・多目的ホール
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〕
クラーク：トランペットヴォランタリー
スザート：ルネッサンス舞曲集

～東京オリンピック特集～
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

～みんなで歌おう～
河村光陽：うれしいひなまつり
  　　　　　　　　　他

12/15（土）
発売

4才から

奄美の歌姫

里アンナ里アンナ里アンナ
コンサートコンサートコンサート

小学生から

2/2（土）15：00
相模原市民会館・ホール

大河ドラマ「西郷どん」メインテーマで歌声を披露し、
神秘的な歌声が話題の歌姫・里アンナが
相模原市民会館に初登場いたします。
奄美が生んだ精霊の宿る歌声を、
相模原市民会館でお楽しみ下さい。

［出演］
唄・三線・竪琴／里アンナ
三線・唄／里アリス
ピアノ／中林万里子
和太鼓／前田剛史

［曲目］
大河ドラマ「西郷どん」メインテーマ
朝花節
行きゅんにゃ加那
アメイジング・グレイス　他
※曲目は変更になる場合がございます。

全席指定 3,500円
小・中学生 2,000円

好 評
発売中

奥山泰三
トランペット

宮本優希
トランペット

熊井 優
ホルン

武内紗和子
トロンボーン

岩渕泰助
テューバ

「相模原音楽家連盟」による
楽しいコンサート！
音色も見た目もカッコイイ！
金管楽器の魅力に迫ります。
ワンコインで気軽に楽しめる
60分のレクチャーコンサートです。

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1 月15日（火）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〉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.310

12.15
2018

【12/28（金）～2019.1/3（木）、28日（月）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、11/30（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。

19
（土）
　◯ホ

杜のホールはしもと 
アンサンブルコンサート
10：30　
※詳細は4面をご覧ください。

㉄ アンサンブルコンサート実行委員会 鈴木　☎ 090-5414-7419

入場無料

6
（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
（火）
　◯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

10
（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

12
（土）
　◯ホ

クルール・サクソフォーン・オーケストラ 第7回定期演奏会
14：00　全席自由500円　
㉄ 森江　☎ 090-5561-8964

5
（土）
　◯ホ

杜のホールはしもとオープンデー 
ピアノ弾き初め会
10：30〜16：30

〔出演〕事前申込の参加者（出演は小学生以上）
※どなたでもご覧いただけます。

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811

入場無料

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。　
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原音楽家連盟 鈴木　☎ 080-3604-3149

12/15（土）発売

0才から

2/2
（土）
　3
（日）
　◯大

Shuta Sueyoshi LIVE TOUR 2019 
〜タイトル未定〜
2/2（土）18：00　2/3（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名様まで膝上鑑賞無料（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。
㉄ サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337

1/9（水）チケットMove先行発売
1/12（土）一般発売

12
（土）
　◯多

ベルサイユ宮廷舞踏 バロックダンスの集い
13：00　　
㉄ バロックダンスSorority　  postpet2017@gmail.com

入場無料

14
（月・祝）
　◯大

平成31年 相模原市はたちのつどい（南区）
10：40／12：50　　
㉄ 相模原市こども・若者支援課　☎ 042-769-8289

入場無料
（対象者のみ）

11
（金）
　◯大

三遊亭円楽・春風亭昇太・林家たい平
11：00　全席指定3,900円
㉄ アクセス　☎ 045-212-5555

残席僅少

小学生から

1 月の公演 1 月の公演

今後の公演

休館日…1/1（火）〜3（木）、28（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

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…1/1（火）〜3（木）、28（月）

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指揮者によるプレトークあり。　
S 席5,500円
A席4,400円
※学生（25歳以下）は各席種の半額、
　チケットMoveのみ取扱い。

〔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

㉄ 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

ⒸAtsushi Yamaguchi

Ⓒワーナーミュージック・ジャパン

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…1/1（火）〜3（木）、22（火）

12
（土）
　◯大

マスクプレイミュージカル「長靴をはいた猫」
11：00／14：00　S席2,700円（当日券なし）　A席2,200円（当日2,500円）
※3歳以上要チケット。　㉄ 劇団飛行船　☎ 044-930-1551

20
（日）
　◯大

第22回さがみはら能
14：00　
全席自由4,000円　学生1,000円

〔出演〕仕舞／梅若 実
　　　能／松山隆雄　他
　　　能楽解説／金子直樹
㉄ 松山隆雄後援会　  042-748-2822（FAXのみ） 小学生から

24
（木）
　◯大

花園直道 〜百花繚乱☆華FUBUKI〜
18：30　S席5,000円　A席4,500円
㉄ MIN-ONインフォメーションセンター　☎ 03-3226-9999 小学生から

2/10
（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

2/24
（日）
　◯大

GREEN HALL CLASSICS 
三浦文彰ヴァイオリン・リサイタル
14：00　
全席指定3,500円　ペア席6,500円　
学生1,000円　シルバー2,800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
　　　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》　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

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

1 月の公演 休館日…1/1（火）〜3（木）、28（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

18
（金）
　◯多

新春Sプロジェクト「The 和」
13：30　全席自由2,000円
㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088 4才から

21
（月）
　◯多

第133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、瀧川鯉橋、
　　　古今亭文菊、三遊亭兼好

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

2/22
（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

2/23
（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

2/27
（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。

〔演目〕仏師、二人袴
㉄ 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

12/15（土）チケットMove先行発売
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

山田和樹マエストロのインタビューを
相模原定期特設サイトにて公開中！

2/25
（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

12
（土）
　◯多

第18回さがみはら若手落語家選手権 第1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〕昔昔亭A太郎、柳家花ごめ、入船亭遊京、立川らく人、桂 竹千代
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

19
（土）
　◯多

丸山正昭フルート教室・演奏発表会
14：30　　
㉄ 丸山正昭　☎ 090-3340-4009

入場無料

26
（土）
　27
（日）
　◯大

第24回東関東アンサンブルコンテスト 小学校、高等学校、大学部門
26（土）10：00
第24回東関東アンサンブルコンテスト 中学校、職場･一般部門 
27（日）10：00
各日とも全席自由1,500円　小･中高生1,000円
※当日券のみ。　
㉄ 神奈川県吹奏楽連盟　☎ 045-548-3900 5才から

2/3
（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）。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ ぴあのオフィス　☎ 042-703-6088

12/15（土）発売

0才から

2/8
（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
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ 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

14
（月・祝）
　

2019年 ピアノ発表会
14：00　　
㉄ 熊谷　☎ 090-7411-1607

入場無料

29
（火）
　

相模原南市民ホール 
在日米陸軍軍楽隊コンサート
14：00
※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

入場無料
（要整理券）

14
（月・祝）
　◯ホ

平成31年 相模原市はたちのつどい（緑区）
10：40／12：50／15：00　　
㉄ 相模原市こども・若者支援課　☎ 042-769-8289

入場無料
（対象者のみ）

17
（木）
　◯ホ

防災講演会―大雨等災害について―
14：30　　
㉄ 公益社団法人相模原市防災協会　☎ 042-753-9971

入場無料

17
（木）
　◯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

20
（日）
　◯ホ

第21回かながわヴォーカルアンサンブルコンテスト
10：20　全席自由1,000円　
㉄ 神奈川県合唱連盟　☎ 045-681-6033

24
（木）
　◯多

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

入場無料

当日券
13：00

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

6才から

当日券
12：30

3/9（土）
相模女子大学グリーンホール・大ホール

16：30開演（16：00開場）

全席指定6,500円（税込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

6才から

コンサート2019
稲垣潤一
和製シティ・ポップスの代表格である稲垣潤一。

輝き続けるレイニーボイスで
大人のラヴ・ソングをお届けします。

広告

Ro-Onチケット　☎047-365-9960
（平日10：00～18：00／土曜10：00～14：00〈日・祝は定休〉）

お問合せ

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

おかげさまで相模女子大学グリーンホール 入場者数1,000万人達成！
　市民の皆様にご愛顧いただき、おかげさまで1990年1月オープン以来の総入場者数が1,000万人に達成いたしました。記念すべき
1,000万人目の入場者は、11/21（水）午後のうるおいコンサート「郷古 廉ヴァイオリン・リサイタル」にお越しになった世田谷区在住の
西澤さんでした（写真向かって左側）。
　入場者1,000万人を記念して、ささやかではございますが、1/15（火）よりチケットをご購入の方を対象に、記念クリアファイルをお
配りいたしますので、ご来館の折にはどうぞお受け取りください。
　これからも、お客様に愛されるホールを目指してまいりますので、多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◇配布期間
　1/15（火）10：00～
　※無くなり次第、配布終了となります。
◇配布場所
　相模女子大学グリーンホール・チケットMove窓口
◇対　　象
　チケットご購入の方

1,000万人記念クリアファイル配布

6才から

当日券
12：30

第13回＆第14回相模原定期演奏会
日本フィルハーモニー交響楽団

2019年度の日本フィル相模原定期演奏会のラインナップが決定しました！
詳細は、情報紙Move1/15号にてお知らせします。

6月23日（日） 14：00
〔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 

速報

第13回

9月29日（日） 14：30
〔出演〕
指揮／井上道義
ピアノ／アリス＝紗良・オット

第14回

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

ⒸSatoru MitsutaⒸSatoru Mitsuta ⒸHikaru HoshiⒸHikaru Hoshi

ⒸShimizuⒸShimizu ⒸJonas BeckerⒸJonas Becker

広告
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12
（土）

サレジオ高専モダンダンス部第37回定期公演  
吹奏楽部第42回定期演奏会
15：00／16：00　㉄ サレジオ高専 吹奏楽部　☎ 042-775-3020

入場無料

14
（月・祝）

平成31年 相模原市はたちのつどい（中央区）
10：40／12：50／15：00　　
㉄ 相模原市こども・若者支援課　☎ 042-769-8289

入場無料
（対象者のみ）

23
（水）

相模原市民会館で聴く、お得な1時間〜ランチタイムコンサート「年の始めの和楽器コンサート」
12：00　全席自由500円　※下記事もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 3才から

27
（日）

楓響ウインドオーケストラ＆楓の子マザーズバンド 
ファミリーコンサート
14：00　㉄ 楓の子マザーズバンド　☎ 042-713-3098

入場無料

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。
※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

12/15（土）発売

4才から

30
（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

24
（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.5
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
12/20（木）必着

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）
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

1 月の公演

1 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
3才から

6才から全席指定6,000円

〔出演〕長唄・三味線／ふうかまりを　篠笛／神田望美
　　　三味線・ピアノ／大野 理津

※未就学児入場不可。
※会館メンバーズ先行は相模原市民会館のみ取扱い。

1/23（水）12：00

ⓒBenesse Corporation
　／しまじろう

6才から

好評発売中

相模原市民会館・ホール  全席自由500円
好評発売中

小学生から

2019
2/2（土）
15：00

10/27（土）発売

相模原市民会館で聴く、お得な1時間～
～ランチタイムコンサート
「年の始めの和楽器コンサート」

相模原市民会館

休館日…1/1（火）〜3（木）

休館日…1/1（火）〜3（木）、21（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。 1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

1/12（土）〜1/14（月・祝） 新春盆栽展
 ※会期中17：00まで。　※初日13：00から、最終日15：30まで。
 ㉄加藤　☎042-772-3305

1/12（土）〜1/14（月・祝） 第19回迎春小品盆栽展示会
 ※会期中17：00まで。　※初日12：00から、最終日15：30まで。
 ㉄福島　☎042-772-4869

1/17（木）〜1/22（火） アーチスト・ブリッジ2019
 パレスチナ・ガザの画家を支援する交流展
 ※初日15：00〜19：00　※最終日15：00まで。
 ㉄上條　☎042-743-9047

1/24（木）〜1/28（月） 第23回フォト四季写真展
 ※初日12：00から、最終日16：00まで。
 ㉄山口 　☎042-746-1716

1/24（木）〜1/28（月） ニッコールクラブ相模原支部写真展
 ※初日13：00から、最終日16：00まで。
 ㉄入江 　☎042-750-6823

今後の公演
2/2

（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
※1面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
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 託児あり 小学生から

Ⓒ武藤章

今後の公演

今後の公演
2/2

（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

27
（日）
　◯多

第18回さがみはら若手落語家選手権 第2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〕三遊亭歌太郎、立川志の彦、林家木りん、瀧川鯉津、三遊亭とむ
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

2/10
（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
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

2/24
（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
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

2/11
（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

24
（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

25
（金）
　◯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

26
（土）
　◯ホ

第47回 市民健康教育公開講座
14：00　　
㉄ 相模原協同病院　☎ 042-772-4291

入場無料

26
（土）
　◯多

みっぱらブラス 9th Concert
14：00　　
㉄ 平澤　☎ 090-7272-2297

入場無料

11
（金）

第106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

6才から

当日券
12：30

好評発売中

12/28（金）～2019.1/3（木）
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、相模原市民会館

12/29（土）～2019.1/3（木）
もみじホール城山

チケットMove（窓口・電話）  12/28（木）～2018.1/5（金）

※詳細はホームページをご覧ください。

年末年始 休館日のお知らせ
年末年始の下記期間は、各施設休館します。

チケットMove（窓口・電話）及び チケットムーヴ.net
年末年始休業のお知らせ

相模女子大学グリーンホール
改修工事について

チケットムーヴ.net  1/2（火）23：00～1/5（金）18：00

相模女子大学グリーンホールでは、2020年1月から3月までの間、
ホール改修工事を計画しています。
この期間の施設利用可能日は限定されますので、ご利用を検討されて
いる方は、相模女子大学グリーンホールまでお問合せください。
お問合せ　相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

広告

6才から

当日券
12：30

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、町田から25分
♪託児サービスあり

協力：東京混声合唱団／狛江市音楽連盟　主催：一般財団法人狛江市文化振興事業団

好評発売中

東京混声合唱団を迎え、世代別のコンサート、ワークショップ、レクチャー、そし
て、みんなで歌うコーナーなどをご用意しました。合唱好きの方はもちろん、
シャイなあなたもこの機会に一緒に声を出してみませんか？

6階展示・多目的室
11：15～ キッズコンサート（要事前申込／対象：未就学児）

4階ホール
11：00～ シニア世代のためのコンサート
13：00～ 公募合唱のワークショップ（要事前申込）
15：00～ 狛江ゆかりの愛好団体による合唱コンサート
16：10～ 東京混声合唱団コンサート
 　　　　　　　～日本の歌、世界の歌～
 フィナーレ～会場のみんなで歌おう

ふらっとエコルマ、オープンハウスvol.9
VIVA、コーラス！　～合唱は楽しい♪東京混声合唱団

2019．2/17（日）
入館料500円　
※中学生以下無料（要学生証）
※託児サービスあり

12/17（月）発売

10：00～17：00

広告

お申込み・お問合せ　エコルマホール　☎03-3430-4106

新
春
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い
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席

6才から

当日券
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14：00開演  入場料3,700円
2019．1/5（土）

新
春
初
わ
ら
い
寄
席

桂
文
枝好評発売中

6才から

広告

お申込み・お問合せ　町田市民ホール　☎042-728-4300

お客様アンケートからお客様アンケートから

●２階センターで聴いたが、他のホールの２階センターと比べても、音
圧が高くて良いと思いました。

●プレトークがあって良かったです。アレクサンドル・ラザレフさんを前
にも聴きましたが、何だか好き！！近くにこのように良いホールがあり
私は嬉しい。

●特にチャイコフスキー第４番が素晴らしかった。これこそコンサート
ホールにて体感できてこその曲だと思います。CDでは味わえない
演奏曲だと思います。アレクサンドルさんかっこいい！！ブラボー！！

●日本フィルが年２回来てくれるので、近くで本格的なプロコンサート
が聴けて大変嬉しい。特に今回のラザレフ氏の熱演、足を踏み鳴ら
して全身のみなぎる演奏は素晴らしかった。
●相模原まで来て下さってありがとうございます。毎回楽しみにして
います。ラザレフさんエネルギッシュで表情豊かでとても良かった
です。次回も楽しみにしています。

●いつも本選会を楽しみにしております。毎年優勝者の方の活躍楽し
みにしております。
●子育て中でなかなかリフレッシュできない中、今日はとても楽しま
せていただきました。ありがとうございました。
●相模原ならではの楽しい催し、これに続く催しもお願いします。
●演目が分かりやすくて大いに笑えました。熱演に大拍手！おめでとう
ございます。今後のご活躍をお祈りしています。
●いつも楽しんで拝見しています。出場者の皆さま一生懸命で素晴ら
しいです。
●大変面白く良くわかりました。皆に票を入れたいけど…。
●さすがの落語でした。落ち着きと良いしゃべりの解り易さと良いこ
れからが楽しみです。

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
（2018.5/13（日）相模女子大学グリーンホール・大ホール）

第17回さがみはら若手落語家選手権 本選会
（2018.3/11（日）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）

当日券
13：00

ⒸHIDEKI NAMAIⒸHIDEKI NAMAI

託児あり 6才から小学生から

第10回相模原定期演奏会より　ⒸRyusei Kojima第10回相模原定期演奏会より　ⒸRyusei Kojima

エキチカ、文化施設。 杜のホールは
ホールだけじゃない

JR橋本駅北口デッキ直結

杜のホールはしもとには、会議や楽器練習で
ご利用いただける施設も充実しています。
その中でも、広さとアクセスの良さで人気な
のが音楽スタジオ。
バンド、合唱、ピアノ、シャンソン、カラオケ、
三味線、管弦楽の練習など利用形態は様々
です。是非ご利用ください！

神奈川県相模原市緑区橋本3-28- 1   ミウィ橋本7・８階

　
 

ご利用時間  9 : 0 0 から 2 2: 0 0 まで（ご予約は8：30から19：00まで）
[Tel]  0 4 2 - 7 7 5 - 3 8 1 1 　 [Fax]  0 4 2 - 7 0 0 - 2 6 6 6

http://hal l-net.or . jp/02hashimoto/

詳しくはコチラ

【管楽器練習の場合】
　　施設（スタジオ）料金1,420円

【ギターなどのバンド練習の場合】
　　施設（スタジオ）料金1,420円
　　設備（アンプ等一式）料金3,600円
　　　　　　　　　     合計5,020円
   ※詳細はホームページをご覧ください。

音楽スタジオ利用例 【9：00～12：00ご利用】 音楽スタジオ

46㎡定員10名
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