
16th15th

最も注目される師弟の競演！

残席
僅少

好評発売中

好評発売中

古典落語の名手・さん喬、新作落語の旗手・喬太郎。
芸風が全く異なる師弟による「親子会」。贅沢な話芸
の競演に、どうぞご期待ください。

杜のホールはしもと・ホール
全席指定3,800円

〔出演〕
柳家さん喬、柳家喬太郎

※本公演は、密集を避けるため、原則隣席を空けた座席配置となります。
　隣り合わせでの購入はできませんので、予めご了承ください。

9/5（土）14：00

小学生から

19：00開演（18：15開場）

〔出演〕
指揮／小林研一郎［日本フィル桂冠名誉指揮者］
ピアノ／金子三勇士＊

〔曲目〕
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番＊
リムスキー=コルサコフ：交響組曲《シェエラザード》
第15回

第16回

第15回
第16回 14：30開演（13：45開場）

〔出演〕
指揮／下野竜也
ソプラノ／冨平安希子
メゾソプラノ／増田弥生
テノール／糸賀修平
バリトン／成田博之
合唱／相模原市合唱連盟第九記念合唱団
合唱指揮／藤原規生

※演奏の聴きどころや曲目を解説する
 指揮者によるプレトーク（14：00～14：10）があります。

※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）にて9/14（月）19：00まで取扱い。
※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。

※出演者・曲目等は変更する場合があります。
※本公演は、密集を避けるため、隣席を空けた座席配置で販売を再開しております。
　今後の状況によっては、販売を停止している席を追加販売する可能性がありますので、予めご了承ください。

※学生（25歳以下）は、各席種の半額、チケットMoveのみ取扱い。

〔曲目〕
ベートーヴェン：交響曲第9番《合唱》　他

9/15（火）

S席5,500円　A席4,400円

S席6,500円　A席5,200円

定期セット券（第15回・第16回）

S席10,800円　A席8,640円

小学生から託児あり

小学生から託児あり

日本フィルハーモニー交響楽団
12/6（日）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

金子三勇士
photographs by Koichi Miura, 山本倫子, Ayako Yamamotophotographs by Koichi Miura, 山本倫子, Ayako Yamamoto

小林研一郎

下野竜也

好評
発売中

グリーンホール相模大野30 周年記念

小学生から託児あり

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8 月15日（土）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
☎0570-000-407 （10：00～18：00）
イープラス　https://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。

※発売初日は10：00から。

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）
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

https://hall-net.or.jp/
http://move-ticket.pia.jp/

財団 HP
チケットムーヴ.net

vol.326

7.15
2020

 （10：00～19：00）
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※■■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、6/30（火）現在のものです。都合により掲載内容に変更が生じる場合があります。
※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。

今後の公演　

今後の公演　�

今後の公演　�

今後の公演　�
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交通アクセス

■ 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8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
　  小田急線「小田急相模原駅」北口を出て左側「ラクアル・オダサガ」4階 ☎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」北口を出て右側「ミウィ橋本」7・8階 ☎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

10/3
（土）
　◯大

MYSTERY�NIGHT�TOUR�2020��
稲川淳二の怪談ナイト
17：00　
全席指定5,600円
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

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

相模女子大学グリーンホール
（相模原市文化会館） ◯大 …大ホール  ◯多 …多目的ホール

☎042-749-2200　南区相模大野4-4-1

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

相模原南市民ホール
☎042-749-2110　南区相模大野5-31-1

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

10/31
（土）
　◯ホ

シリーズ杜の響き�vol.44��
竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル
14：00　

〔出演〕 ヴァイオリン／竹澤恭子　 
ピアノ／江口 玲

〔曲目〕〈オール・ベートーヴェン・プログラム〉 
　　　ヴァイオリン・ソナタ 第5番 《春》
　　　ヴァイオリン・ソナタ 第7番
　　　ヴァイオリン・ソナタ 第9番 《クロイツェル》
※3、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 託児あり 小学生から

販売調整中

振替公演について
チケットの再発売を行う場合は詳細が決まり次第、
各施設ホームページや情報紙Moveにてお知らせします。

9/15
（火）
　◯大

日本フィルハーモニー交響楽団�
第15回相模原定期演奏会
19：00　
S席5,500円　
A席4,400円
定期セット券（第15回・第16回）
S席10,800円　
A席8,640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） 
にて9/14（月）19：00まで取扱い。

※ 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］ 
ピアノ／金子三勇士（＊）

〔曲目〕 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番（＊） 
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲《シェエラザード》

※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 託児あり 小学生から

9/28
（月）
　◯多

第140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〕 立川志ら乃、瀧川鯉橋、金原亭馬久、 

小泉ポロン
※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 小学生から

7/20（月）発売

11/20
（金）
　◯大

三山ひろし�笑顔を届けます�！�コンサート2020
13：30
※ 5/30（土）の公演チケットは、振替公演にて有効となりますので、 

そのまま保管ください。

㉄ カンフェティ　☎ 0120-240-540 小学生から

5/30（土）
振替公演

11/11
（水）
　◯多

市政功労表彰記念�第23回さがみはら能
18：00
全席自由3,000円（当日4,000円）　学生1,000円
※ 3/14（土）の公演チケットは、振替公演にて有効と 

なりますので、そのまま保管ください。
〔出演〕 仕舞「敦盛」「松風」「船弁慶」 

狂言「附子」／三宅右近、三宅右矩、前田晃一 
連吟「井筒」／梅若 実　 
新作「百歳の母」／松山隆雄

※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原松山隆雄後援会　☎ 042-748-2822（FAXのみ） 小学生から

3/14（土）
振替公演

9/2
（水）
　◯大

THE�ALFEE�Best�Hit�Alfee�2020�春の夢
18：30
※ 4/23(木)の公演のチケットをお持ちの方は、振替公演にて 

有効となりますので、そのまま保管していただきますよう 
お願いします。

㉄ キョードー横浜　☎ 045-671-9911

予定枚数終了

4/23（木）
振替公演

2021
1/7
（木）
　◯大

純烈コンサートツアー�2020��
YOU�ARE�MY�SUNSHINE!!!!
14：00／18：00
※ 5/26（火）の公演チケットは、振替公演にて有効と 

なりますので、そのまま保管ください。

㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

5/２６（火）
振替公演

1/20
（水）
　◯大

前川清&川中美幸�二人爆笑コンサート
14：00／18：00
※ 4/24（金）の公演チケットは、振替公演にて有効と 

なりますので、そのまま保管ください。

㉄ ベルワールドミュージック　☎ 03-3222-7982 小学生から

4/24（金）
振替公演

1/23
（土）
　◯大

HIROMI�GO�CONCERT�TOUR�2020�
17:30
※ 6/29(月)の公演のチケットは、振替公演にて有効と 

なりますので、そのまま保管ください。

㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 3才から

6/29（月）
振替公演

2/4
（木）
　◯大

林部智史�CONCERT�TOUR�2020
18:30
※ 6/12（金）の公演チケットは、振替公演にて有効と 

なりますので、そのまま保管ください。

㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

6/12（金）
振替公演

2/14
（日）
　◯大

存在理由～Raison�d'être～
さだまさしコンサートツアー2020
※ 5/27（水）の公演チケットは、振替公演にて有効と 

なりますので、そのまま保管ください。

㉄ チケットポート　☎ 03-6327-3710 小学生から

5/27（水）
振替公演

12/6
（日）
　◯大

日本フィルハーモニー交響楽団��
第16回相模原定期演奏会
14：30　
※14：00〜14：10指揮者によるプレトークあり。
S席6,500円　A席5,200円
定期セット券（第15回・第16回）S席10,800円　A席8,640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）にて9/14（月）19：00まで取扱い。

※ 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／下野竜也 
ソプラノ／冨平安希子 
メゾソプラノ／増田弥生 
テノール／糸賀修平 
バリトン／成田博之 
合唱団／相模原市合唱連盟第九記念合唱団 
合唱指揮／藤原規生

〔曲目〕 ベートーヴェン：交響曲第9番《合唱》　他
※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 託児あり 小学生から

11/5
（木）
　

北九州市立松本清張記念館プロデュース
前進座公演�松本清張朗読劇「ゼロの焦点」
14：30　
※ 6/4（木）の公演チケットは、振替公演にて 

有効となりますので、そのまま保管ください。
〔出演〕津田恵一、柳生啓介、浜名実貴

㉄ 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110 小学生から

6/4（木）
振替公演

9/5
（土）
　◯ホ

柳家さん喬・柳家喬太郎�親子会
14：00　
全席指定3,800円　

〔出演〕柳家さん喬、柳家喬太郎
※ 本公演は、密集を避けるため、原則隣席を 

空けた座席配置となります。隣り合わせで 
の購入はできませんので、予めご了承くだ 
さい。

※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 小学生から

残席僅少

9/11
（金）
　◯ホ

忘れない！東日本大震災
あれから9年の時を経て～復興、そして未来へ。
13：30　
全席自由2,500円（当日3,000円）　

〔出演〕 講演／戸羽 太（陸前高田市長）　 
朗読／音無美紀子（女優） 
歌／沼崎しゅういち（シンガーソングライター）　 
篠笛・津軽三味線・歌／粋花（すいか）

※4面もあわせてご覧ください。

㉄ 「友の声」中澤八千代　☎ 090-4726-0572 小学生から

9/29
（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.3
10：00〜18：30　
参加費1,000円（要事前申込）　
※4面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
8/20（木）必着

2021
1/9
（土）
　

城山落語会�柳亭小痴楽独演会
14：00　
※ 5/9（土）の公演チケットは、振替公演にて有効となります 

ので、そのまま保管ください。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 小学生から

5/9（土）
振替公演

休館日のお知らせ
※7/15（水）〜8/31（月）の期間
●相模女子大学グリーンホール…8/24（月）
●相模原南市民ホール…8/3（月）　
●おださがプラザ…8/18（火） 
●杜のホールはしもと…8/17（月）
●もみじホール城山…7/20（月） 
●相模原市民会館…なし

予 告劇団四季ミュージカル

2 面 _ コーラスライン _AD

※情報紙Move1/15号でご案内していました
『劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～』
9月公演は、『コーラスライン』に変更とな
りました。
※詳細は、情報紙Move8/15号をご覧くだ
さい。

撮影：下坂敦俊

上演
決定！

9/21（月・祝）・22（火・祝）

©山本倫子

©松永学

©Ayako Yamamoto

©Koichi Miura
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今後の公演　�

小学生から桜美林大学プルヌスホール ☎070-1311-7269

群　読
音楽劇銀河鉄道の夜2020

8/21（金）18：00・22（土）18：00
   23（日）14：00   ★
   24（月）18：00・25（火）14：00
★…終演後にアフタートーク有

桜美林大学プルヌスホール
1,200円（当日1,500円）
U24 1,000 円（当日1,300円）
高校生以下 500円（当日 800円）

日時 会場

料金

状況によっては公演中止になる場合もございます。ご了承ください。

お問合せ

どこまでもどこまでも僕たち一緒に進んでいこう。
ウィズコロナの時代の「ほんとうのさいわい」を求めて･･･。

桜美林大学プルヌスホール・プロデュース／令和2年度「児童福祉文化賞」受賞

30周年を記念して、ホームページに
特設ページをオープン！

グリーンホール相模大野開館30周年を記念して、
特設ページをオープンしています。
「関係者のみなさまからのメッセージ」
「なつかしの情報紙」「あなたのグリーンホールエピソード」
などをホームページに掲載中！

https://hall-net.or.jp/01greenhall/30th/
グリーンホール　30周年

相模原市民会館

☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

10/3
（土）
　

神田伯山独演会
14：00　〔出演〕神田伯山
㉄ ショッパーチケットサービス　☎ 0570-007-677 

予定枚数終了

10/28
（水）
　

特撰東西落語名人会
14：00
全席指定4,300円

〔出演〕三遊亭小遊三、桂 文珍
※ 5/7(木）の公演のチケットは、 

振替公演にて有効となります 
ので、そのまま保管ください。

㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から

販売調整中

5/7（木）
振替公演

公演中止・延期及び払い戻しのお知らせ
公演日（※） 振替日 公演名 払い戻し期間　 お問い合わせ先
相模女子大学グリーンホール

7/ 1（水） 延期 調整中 KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2020 “202020” 6/21（日）〜7/31（金） ディスクガレージ　☎050-5533-0888
7/ 8（水） 延期 2021. 5/12（水） 氷川きよしコンサートツアー2020 〜それぞれの花のように〜 6/1（月）〜7/31（金） ベルワールドミュージック　☎03-3222-7982
7/17（金） 中止 ― 島津亜矢 歌怪獣襲来ツアー2020-2021 35周年記念コンサート 6/1（月）〜8/31（月） Ro-Onチケット　☎047-365-9960
7/20（月） 中止 ― 第143回グリーンホール八起寄席 ― 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200
7/22（水） 中止 ― 第46回日本フィル夏休みコンサート2020 6/9（火）〜7/31（金） 日本フィル・サービスセンター　☎03-5378-5911
7/23（木・祝） 中止 ― ヒーリングっどプリキュア ドリームステージ ― 劇団飛行船　☎044-930-1551
7/24（金・祝） 延期 9/2（水） 【4/23（木）振替公演】THE ALFEE Best Hit Alfee 2020 春の夢 6/8（月）〜6/30（火） キョードー横浜　☎045-671-9911
7/25（土） 中止 ― 【4/29（水・祝）振替公演】小野リサ LISA ONO CONCERT 2020 Love Joy and Bossa Nova 5/15（金）〜8/7（金） KMミュージック　☎045-201-9999
8/ 1（土） 延期 調整中 【4/4（土）振替公演】立川志の輔独演会 3/23（月）〜8/31（月） 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200
8/26（水） 延期 調整中 ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」 調整中 キョードー東京　☎0570-550-799
8/28（金） 延期 調整中 髙橋真梨子　Mariko Takahashi Concert vol.44 2020 Our Days 調整中 KMミュージック　☎045-201-9999
杜のホールはしもと

7/11（土） 延期 2021. 4/26（月） シリーズ杜の響き vol.43 藤田真央ピアノ・リサイタル 7/11（土）〜8/31（月） 杜のホールはしもと　☎042-775-3811
相模原市民会館

7/22（水） 中止 ― ランチタイムコンサート 6/1（月）〜8/31（月） 相模原市民会館　☎042-752-4710
 ※7月・8月に予定していた公演（それ以前の公演については各施設ホームページをご覧ください）。　※掲載している情報は、6/30（火）現在のものです。公演の詳細については、各主催者または会場へお問い合わせください。

チケットの払い戻しについて
公演中止及び延期に伴い、ご購入いただきましたチケットの払い戻しを行っております。
延期が決まっている公演のチケットをお持ちの方は、振替公演にて有効となりますので、そのまま保管していただきますようお願いします。
なお、公演によって払い戻し期間が異なりますので、ご留意ください。
※7月・8月に予定していた公演は、下記の「公演中止・延期及び払い戻しのお知らせ」をご参照ください。

《ご注意》
※ ご購入いただいたプレイガイドによって、払い戻し方法が異なります。
※ チケットがない場合は、払い戻しはお受けできません。お手続きの際は、必ずチケットをお持ちください。

※払い戻し期間を過ぎたチケットは無効となります。
※ クレジット決済でご購入された場合も現金での払い戻しとなります。

販売調整中

～ベートーヴェン生誕 250 年～

 指定席から自由席への変更について

2020 年、シリーズ杜の響きでは生誕 250 年を迎えたベートーヴェンを特集した企画をご用意して

おりました。しかし、新型コロナウイルス感染症により企画段階とは状況が大きく変化し、

「vol.43 藤田真央ピアノ・リサイタル」が延期になるなど公演が開催できずにいることを

とても心苦しく、残念に思っています。

今後の情勢について現段階ではわかりかねることが多々ありますが、今私たちにできることと

して、本公演の開催実現のために協議を重ねた結果、ご来場のお客様の健康と安全を守るため

ソーシャルディスタンスを保つ方法として、チケット発売当初とは異なりますが、

全席を隣席を空けた自由席へと変更して開催することといたしました。

すでに販売済みのお席を隣席を空けた座席配置に改めることは大変難しく、主催者として

苦渋の判断ではありますが、公演実現のために皆様のご理解をいただけますと幸いです。

なお、これに伴いまして、チケットの払い戻しも下記の日程にて承ります。

ホールは人々が集い、他者との共体験が可能な素晴らしい場所ですが、

その特性ゆえに私たちは困難な状況と向き合っているところです。

現在は少しだけ制約が必要なようですが、お客様に再びのびのびとホールでの時間を

楽しんでいただくことを私たちも心から願い、またその時まで今しばらく皆様のご協力を

お願いいたします。

　自由席での鑑賞を希望されない場合は、下記のとおり払い戻しいたします。　

　払戻期間：7/17（金）～ 8/31（月）
©Manabu　Matsunaga

小学生から

チケットMove窓口でご購入のお客様
•  ご購入いただいた各チケット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）にて払い戻しをいたします。

•  チケットをお持ちの上、受付時間内（10：00〜19：00）にお越しください。

チケットムーヴ.netでご購入のお客様
〈チケット発券済の場合〉
  •  チケット引き換え先で払い戻しをいたします。
  •  チケットをお持ちの上、各店舗受付時間内にお手続きをお願いします。

〈チケット未発券の場合〉
  •   チケットムーヴ.netのマイページより、返金手続きをお願いします。
  •   詳細は、チケットムーヴ.netのご利用ガイドをご確認ください。

チケットMoveで電話予約し、〈チケットぴあ〉〈セブン-イレブン〉〈ファミリーマート〉
でチケット引き換えをされたお客様
•  チケット引き換え先で払い戻しをいたします。
•  チケットをお持ちの上、各店舗受付時間内にお手続きをお願いします。
※ 営業時間は店舗により異なります。

各プレイガイドでご購入のお客様
•   各プレイガイドのホームページにて、手続き方法をご確認ください。



©松永学©松永学

©山本倫子©山本倫子

©Koichi Miura©Koichi Miura

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

定期セット券（第15回・第16回）
S席10,800円　A席8,640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）にて9/14（月）19：00まで取扱い。
※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。

第15回

日本フィルハーモニー交響楽団
相模原定期演奏会

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

9/15（火）  19：00  大ホール
S席5,500円　A席4,400円
〔出演〕指揮／小林研一郎［日本フィル桂冠名誉指揮者］
 ピアノ／金子三勇士

第16回
12/6（日）  14：30  大ホール
S席6,500円　A席5,200円
〔出演〕指揮／下野竜也　
 ソプラノ／冨平安希子
 メゾソプラノ／増田弥生
 テノール／糸賀修平
 バリトン／成田博之
 合唱／相模原市合唱連盟第九記念合唱団
 合唱指揮／藤原規生 

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

9/5（土）  14：00
ホール
全席指定3,800円
〔出演〕柳家さん喬、柳家喬太郎
※本公演は、原則隣席を空けた座席配置と
　なります。隣り合わせでの購入はできま
　せん。

柳家さん喬・柳家喬太郎 親子会

お申込み・お問合せ

※　　 印の公演は、グリーンホール相模大野30周年記念事業です。

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

10/31（土）  14：00  ホール
〔出演〕ヴァイオリン／竹澤恭子、ピアノ／江口 玲
〔曲目〕＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
 ヴァイオリン・ソナタ 第5番 《春》
 ヴァイオリン・ソナタ 第9番 《クロイツェル》 　他
※本公演は、全席自由席での開催となります。詳細は、3面記事をご覧ください。

○問 「友の声」中澤八千代　☎090-4726-0572

9/11（金）  13：30
ホール
全席自由2,500円（当日3,000円）
〔出演〕講演／戸羽 太（陸前高田市長）
 朗読／音無美紀子（女優）
 歌／沼崎しゅういち（シンガーソングライター）
 篠笛・津軽三味線・歌／粋花（すいか）

忘れない！東日本大震災
あれから9年の時を経て～復興、そして未来へ。

○問 KMミュージック　☎045-201-9999

10/3（土）  17：00
大ホール
全席指定5,600円

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

シリーズ杜の響きvol.44
竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタル

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

9/28（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〕立川志ら乃、滝川鯉橋、金原亭馬久、小泉ポロン

第140回グリーンホール八起寄席

○問 相模原松山隆雄後援会　☎042-748-2822（FAXのみ）

11/11（水）  18：00
大ホール
全席自由 3,000円（当日4,000円）
学生 1,000円
※3/14(土）の公演チケットは、振替公演にて
有効となりますので、そのまま保管ください。

〔出演〕仕舞／「敦盛」「松風」「船弁慶」
　　　狂言／「附子」三宅右近、三宅右矩、前田晃一
　　　連吟／「井筒」梅若 実
　　　新作／「百歳の母」松山隆雄

市政功労表彰記念 第23回さがみはら能

○問 相模原市民会館　☎042-752-4710

10/28（水）  14：00
ホール
全席指定 4,300円
〔出演〕三遊亭小遊三、桂 文珍
※5/7(木）の公演のチケットは、振替公演にて
有効となりますので、そのまま保管ください。

特撰東西落語名人会

とは ...
「さがプロ2020（東京 2020・さがみはらプロジェクト推進本部）」は、
相模原市が東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運を
高めるとともに、市の魅力を文化芸術事業を通して広くPRするものです。

出 演
主 催
お問合せ

相模原音楽家連盟　他
相模原市
（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

「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。
2020年度は通常の街かどコンサートに加え、「さがプロ2020」関連事業として
「世界をかんじる街かどコンサート」を開催します。

次回開催予定

9/17（木）サクソフォン四重奏
会場：相模原市役所周辺　※雨天中止

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から来場者の間隔をあけて実施いたします。
来場者の方におかれましては、事前に検温の上、マスク着用をお願いいたします。
また、体調の優れない方に関しましては、ご来場をご遠慮いただきますようお願いいたします。
※詳細につきましては、9/1（火）に相模原市ホームページ及び財団ホームページ、
　情報紙Move9/15号にてお知らせいたします。

これまでの「世界をかんじる街かどコンサート」

ブラジル音楽 ボサノヴァ・コンサート
（ギター・うた、ハーモニカ）
＠旧・伊勢丹相模原店

音楽で巡るアメリカ
（トロンボーン四重奏）
＠ミウィ橋本・5階インナーガーデン

無料
公演

9月

2月

2018年

ドイツ音楽（ピアノソロ）
＠相模原市役所本館・1階ロビー11月

2019年

2020年

2020

        sagamihara 

世界のさまざまな国や地域をテーマに設定し、その地域の特色を感じられる
曲を中心に演奏する「世界をかんじる街かどコンサート」。
「さがプロ2020」の関連事業として2018年度より開催しています。

世界をかんじる街かどコンサートとは？

9/29日時
tue
火

会場 もみじホール城山・多目的ホール

対象
ピアノの練習、ピアノを使用した合唱・楽器の練習。
ピアノを弾く行為以外の内容、ピアノの弦に異物を
挟むなどの特殊奏法、営利目的や発表会などの
公開目的の使用は不可。年齢制限はありません
（小学生以下は保護者の付添いが必要です）。

参加費
1コマ（60分）1,000円
※1グループ（人）につき最大1コマまで。
※時間内に、準備・片づけを含みます。

応募
方法

応募用紙に必要事項・希望の時間帯をご明記の上、
下記まで郵送、ファックスまたはご持参ください
（応募用紙は、もみじホール城山のホームページ
からもダウンロードできます）。

募集
期間

7/15(水)～8/20(木)必着
※応募者多数の場合は選考します。選考結果は、応募締切後
　2週間以内に応募者全員に郵送します。

〒252-0105  相模原市緑区久保沢2-26-2
もみじホール城山「ベヒシュタインを弾いてみよう」係
（持参の場合は、杜のホールはしもとでも受付いたします）

を弾いてみよう！ Vol.3Vol.3

ピアノのひとつ、

10:00~11:00①

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　各回の間隔を15分間空け、換気等を行います。

11:15~12:15② 12:30~13:30③
15:00~16:00⑤ 16:15~17:15⑥

17:30~18:30⑦
13:45~14:45④

33

☎042-783 -5295　FAX 042-783 -5296

小学生から託児あり

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

小学生から託児あり

次号は8月15日（土）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 https://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

相模原市民会館
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