
8/15（土）発売

一人ひとりの人生に、一つひとつの輝きがある。

9/21（月・祝） 9/22 （火・祝）

撮影：下坂敦俊撮影：下坂敦俊

相模女子大学グリーンホール・大ホール

※3歳以上有料（膝上観劇不可）。
※劇団四季「SHIKI ON-LINE TICKET」でもチケットの取扱いがあります。

※客席内の衛生対策の一環として、感染防止対策を取ることができる席位置にて販売する可能性がございます。
※必ず劇団四季Webサイト内「ご来場の皆様へ、衛生対策ご協力のお願い」をご一読ください（ご来場予定の皆様には「連絡先登録フォーム」のご登録をお願いしております）。
※6/19（金）、20（土）開催予定でした『コーラスライン』の振替公演ではございません。左記日程のチケットはご利用いただけません。

※当初発表の内容より変更となっております。公演プログラム及びソリスト変更に伴う払い戻しについては、4面をご覧ください。

S席 9,900円　A席6,600円　B席3,300円
3才から

18：30 13：00

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』

16th
15th

好評発売中

好評発売中

19：00開演（18：00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〕＜オール・モーツァルト・プログラム＞
 ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466 *
 交響曲第40番 ト短調 K.550

第15回

第16回

第15回

第16回 14：30開演（13：30開場）

〔出演〕指揮／下野竜也
 ヴァイオリン／三浦文彰＊

※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
　（定期セット券を除く）。

9/15（火）

S席5,500円　A席4,400円

S席6,500円　A席5,200円
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

小林研一郎

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

※定期セット券は、チケットMoveにて9/14（月）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。

※本公演は、密集を避けるため、隣席を空けた座席配置となります。
　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。

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

下野竜也

三浦文彰

好評
発売中

photographs by Koichi Miura, 山本倫子, Ayako Yamamoto, Yuji Horiphotographs by Koichi Miura, 山本倫子, Ayako Yamamoto, Yuji Hori

〔曲目〕＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
 序曲《コリオラン》 op.62
 ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61*
 交響曲第5番《運命》 ハ短調 op.67

※学生（25歳以下）は、各席種の半額、チケットMoveのみ取扱い
　（定期セット券を除く）。

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9 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
☎0570-000-407 （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
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.327

8.15
2020

 （10：00～19：00）

【9/7（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、7/31（金）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　�
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　

㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

11/2
（月）
・

11/3
（火・祝）
　◯大

立川志の輔独演会
11/2（月）18：30
11/3（火・祝）12：30　
S席3,800円　A席3,300円
※ 4/4（土）の公演チケットは無効となりますので、 

払い戻しの手続きを9/30（水）までに行ってください。
※ 4/4（土）の公演チケットをお持ちのお客様限定の 

先行発売を行います。詳しくは、4面をご覧ください。

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

4/4（土）
振替公演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

相模原南市民ホール
☎042-749-2110　南区相模大野5-31-1

掲載公演について
　掲載しているすべての情報は7/31(金)現在のものです。都合によ
り公演中止または延期等、掲載内容に変更が生じる場合があります。 
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。

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、ホームページや
情報紙Moveにて告知します。
※財団ホームページ及び各施設ホームページを随時更新しています。あわせてご覧ください。

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（定期セット券を除く）。
※ 定期セット券は、チケットMoveにて9/14（月）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〕〈オール・モーツァルト・プログラム〉 
　　　ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466（＊） 
　　　交響曲第40番 ト短調 K.550
※当初発表の内容より変更となっております。
※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 託児あり 小学生から

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

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

11/8
（日）
　◯大

中村雅俊�CONCERT�TOUR�2020�｢ON�and�ON｣�Vol.4
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 小学生から

８/２１（金）発売

11/11
（水）
　◯大

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

㉄ 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

11/30
（月）
　◯大

五木ひろし�今できること�ソーシャルディスタンス�コンサート��
ITSUKIモデル　弾き語りライブ　14:00　全席指定6,600円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

12/11
（金）
　◯大

天童よしみコンサート�2020
13:00／17：00　全席指定6,000円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

11/12
（木）
　◯大

綾小路きみまろ�爆笑スーパーライブ
14:00　全席指定5,800円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ イズム　☎ 048-872-1113 18才から

8/29（土）発売

11
（金）

映画「一粒の麦�荻野吟子の生涯」上映会　
10：30／14：00　全席自由 1,200円（当日1,500円）　障がい者 1,000円　中高校生 1,000円

【監督】山田火砂子　【出演】若村麻由美、山本耕史、賀来千賀子、佐野史郎　他 　㉄ 現代ぷろだくしょん　☎ 03-5332-3991

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（定期セット券を除く）。
※ 定期セット券は、チケットMoveにて9/14（月）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　 

ヴァイオリン／三浦文彰（＊）

〔曲目〕〈オール・ベートーヴェン・プログラム〉
　　　序曲《コリオラン》 op.62
　　　ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61（＊）

　　　交響曲第5番《運命》 ハ短調 op.67
※当初発表の内容より変更となっております。
※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 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〕柳生啓介、浜名実貴、津田恵一
※下記事、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 小学生から

8/20（木）発売
（再発売）

6/4（木）
振替公演

9�月の公演� 休館日…9/7（月）

5
（土）
　◯多

木管アンサンブル�クレッシェンド�第40回定期演奏会
14：00　　
㉄ 木管アンサンブル クレッシェンド　  cres_mcd@yahoo.co.jp

入場無料

15
（火）
　◯多

大学・短期大学・専門学校進学ガイダンス
13:00
㉄ 日本ドリコム 東京営業部　☎ 03-6746-0055

入場無料

21
（月・祝）
・
22
（火・祝）
　◯大

劇団四季ミュージカル『コーラスライン』
21（月・祝）18：30　
22（火・祝）13：00　
S席9,900円　
A席6,600円　
B席3,300円　
※3歳以上有料（膝上観劇不可）。
※「SHIKI ON-LINE TICKET」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。

㉄ 劇団四季 全国営業部　☎ 0570-008-110 3才から

8/15（土）発売

21
（月・祝）
　◯多

十音十色�Band�Festa�2020
14：00　全席自由1,000円　
㉄ 佐藤　☎ 090-3535-4680

29
（火）
　◯多

オペラ歌手リードによる��
童謡唱歌･懐メロ等の集い｢歌声パラダイス｣
㉄ 歌声パラダイスの会 小西　☎ 090-8569-4697

公演中止

小学生から

俳優３人による五感を揺さぶる「声の演技」が『ゼロの焦点』の世界へいざなう

写真提供：文藝春秋

振替公演

2020年11月5日（木）14：30　開演（上演時間65分）
相模原南市民ホール

〔出演〕前進座　柳生啓介、浜名実貴、津田恵一〔原作〕松本清張　〔脚色・演出〕鈴木幹二

【振替公演決定】
 指定席から自由席へ変更になりました

金沢へ出張に行ったまま失踪した夫の
行方を求め、北陸地方を尋ね歩く新
婚の妻。夫と縁のある人物を尋ねて
いくうちに、夫の隠された過去が徐々
に明かされていく。やがて関係者が
次々と殺害されていき、物語は戦後
日本に生きた一人の女性の過去を暴
き始める。
旅情あふれる社会派ミステリーの代
表作。

昭和33年作作品紹介

チケット再発売 ※詳細は、4面をご覧ください。

8月20日（木） より

6月に開催を予定していました当公演は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、11/5（木）に振替公演を実施することとなりました。
振替公演は、ソーシャルディスタンス確保のため、全席を指定席から隣席を空けた自由席へと変更いたします。
チケット料金の払い戻しをご希望の場合は、お手数をおかけいたしますが、期間内にお手続きをお願いいたします。
■払戻期限：8月31日（月）まで　■払い戻しについてのお問い合わせ先：チケットMove ☎042-742-9999

11/20
（金）
　◯大

三山ひろし�笑顔を届けます！コンサート2020
13：30　
S席6,500円
※ 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。
※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 小学生から

5/30（土）
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2020
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��
“The�Golden�Hits”
17：30　　
※ 6/29（月）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 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

2/6
（土）
　◯大

神奈川フィルハーモニー管弦楽団�
みなとみらいシリーズ第365回�
相模女子大学グリーンホール公演
18：30
S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円

〔出演〕 指揮／川瀬賢太郎［常任指揮者］ 
ヴァイオリン／石田泰尚 
フルート／上野星矢

※4面もあわせてご覧ください。

㉄ 神奈川フィル・チケットサービス　☎ 045-226-5107 小学生から

販売調整中

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
18：00
※ 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

9�月の公演� 休館日…9/14（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…なし

©山本倫子

©Ayako Yamamoto

©Koichi Miura

©Yuji Hori

©Yoshinori Kurosawa ©藤本史昭

撮影：下坂敦俊



HALL SCHEDULE ホールスケジュール 3

今後の公演　�

今後の公演　�

今後の公演� 休館日…9/14（月）

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

相模原市民会館
☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

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　
全席自由4,000円　ペア席7,500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。 
※お一人様4枚まで。

〔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》
※4面もあわせてご覧ください。
※ 本公演は、密集を避けるため、隣席を空けた 

座席配置で開催いたします。

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 託児あり 小学生から

9/5（土）発売
（再発売）

5
（土）
　◯ホ

柳家さん喬・柳家喬太郎�親子会
14：00
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811

予定枚数終了

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）　
※ 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
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

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

㉄ 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

小学生から

9�月の公演� 休館日…9/14（月）

Customer Voice
2019．6/23（日） 相模女子大学グリーンホール・大ホール

〔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 ニ長調 op.35*
　　　ドヴォルザーク：交響曲 第8番 ト長調 op.88 B.163

●初めてちゃんとオーケストラを聞いたので、弦楽器の迫力に驚きました。素晴らしかったです。（10代・女性）
●コバケンワールドが相模原で聴けて感激です。ドヴォルザークの終わりからアンコールにかけていつのまに

か涙が出ていました。（50代・女性）
●アンコールの素晴らしいこと！泣けました。ラスト一分間も大感動！ありがとうコバケンさん！ありがと

う日本フィル！（50代・男性）
●演奏が素晴らしいの一言につきる。とくにアンコールの静かな心に響くメロディにしびれた。大変有難う!!
（70代以上・男性）

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

お客様
アンケートより

4
（金）
　◯多

みんなで歌うコンサート①童謡・抒情歌・世界の名曲��
「ともしび歌集」「日本と世界の愛唱名歌集楽譜付き」（別途販売）

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

6
（日）
　◯ホ

Rena�Kato�Violin�Recital�～INORIⅡ～
14：00　全席指定 大人3,000円（当日3,500円）　学生1,500円（当日1,800円）
㉄ Office Rena　☎ 043-310-3641

9�月の公演� 休館日…9/23（水）

11
（金）
　◯多

みんなで歌うコンサート②日本と世界の懐かしいメロディー��
初回参加時に手作り歌集配布（無料）
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
（土）
　◯多

「歌声時間とコンサート」なおなお＆ドリームマウンテン津久井
14：00／15：30　参加費1,000円（要事前申込）
㉄ レブル株式会社　☎ 03-5458-6058

17
（木）
　◯ホ

佐藤のりこ指導ベルカント声楽発表会Ⅰ
11：00　　
㉄ 愛の翼ベルカント声楽会　☎ 042-703-9185

入場無料

17
（木）
　◯多

みんなで歌うコンサート③日本と世界のヒットソング��
手ぶらでご参加ください、スクリーンの文字を見て歌います。
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

18
（金）
　◯ホ

佐藤のりこ指導ベルカント声楽発表会Ⅱ
11：00　　
㉄ 愛の翼ベルカント声楽会　☎ 042-703-9185

入場無料

20
（日）
　◯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

21
（月・祝）
　◯多

わくわクインテット4～フレンドリーなクラシックコンサート～
14：30　全席自由2,000円　高校生以下1,000円　※未就学児入場無料。
㉄ わくわクインテット事務局　☎ 090-6012-2058

25
（金）
　◯多

みんなで歌うコンサート④なつかしい昭和の名曲��
初回参加時に手作り歌集配布（無料）（二胡伴奏あり）
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
（月）
　◯多

オペラ歌手リードによる��
童謡唱歌・懐メロ等の集い「歌声パラダイス」
㉄ 歌声パラダイスの会 小西　☎ 090-8569-4697

公演中止

29
（火）
　◯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
14：00　参加費1,000円（要事前申込）　㉄ うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

4
（金）
　

第126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

5
（土）
　

やまだピアノ教室�ピアノ発表会「メロディコンサート」
12：30　　
㉄ やまだピアノ教室 山田　☎ 042-750-6510

入場無料

6
（日）
　

まつい音楽教室�サマーコンサート
14：30　　
㉄ まつい音楽教室　☎ 042-782-7824

入場無料

20
（日）
　

第9回�小林ピアノ教室�ピアノ発表会
14：30　　
㉄ 小林ピアノ教室　☎ 042-675-8584

入場無料

もみじホール城山�ギャラリー情報 ◯開  9：00〜19：00
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。9月
9/5(土）〜9/11日（金） 丸子憲寿 写真展 VOL4 

※初日は14：00から、最終日は18：00まで。 
㉄丸子 042-783-4485 

9/29日(火）〜10/5（月） 第8回四季彩会展 
※初日は10：00から、最終日は15：00まで。 
㉄四季彩会 042-782-8366

3
（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
14：00　参加費1,000円（要事前申込）　㉄ うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

払い戻しの対象公演 〔財団主催・共催公演〕
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

6/25(木) 中止 ― 大人のための（音楽）鑑賞教室 〜コントラバスを学ぶ  
コントラバスアンサンブルの魅力に浸ろう〜 受付中~9/30（水） 相模原音楽家連盟 畑

☎080-5060-5591

8/1(土) 延期 11/2（月）
3（火・祝） 【4/4（土）振替公演】立川志の輔独演会 受付中〜9/30（水） 相模女子大学グリーンホール

☎042-749-2200
9/15（火）
12/6（日） ― ― 日本フィルハーモニー交響楽団  

第15回＆第16回 相模原定期演奏会 受付中〜9/30（水） 相模女子大学グリーンホール
☎042-749-2200

相模原南市民ホール

6/4(木) 延期  11/5（木） 北九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」 受付中〜8/31（月） 相模原南市民ホール　

☎042-749-2110

6/18(木) 中止 ― いわさきちひろ〜27歳の旅立ち〜映画上映会 受付中〜8/31（月） ショッパー社事業統括部　
☎042-649-3590

杜のホールはしもと

6/6(土) 中止 ― 秋川雅史 コンサート 聴いてよく分かるクラシック2 受付中〜8/31（月） Ro-Onチケット　
☎047-365-9960

6/20(土) 中止 ― 0さいからのライブ ショピンの音楽会 受付中〜9/30（水） 杜のホールはしもと　
☎042-775-3811

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 受付中〜8/31（月） 杜のホールはしもと　

☎042-775-3811

9/11(金） 中止 ― 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。 受付中〜9/11（金） 杜のホールはしもと　

☎042-775-3811

10/31（土） ― ― 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 受付中〜8/31（月） 杜のホールはしもと　

☎042-775-3811
もみじホール城山

5/9(土） 延期 2021
1/9（土） 城山落語会 柳亭小痴楽独演会 受付中〜10/31（土） もみじホール城山　

☎042-783-5295
 ※掲載している情報は7/31（金）現在のものです。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。     
 ※最新情報や払い戻し方法についての詳細は、財団ホームページ及び各施設ホームページにてご覧いただけます。     

新型コロナウイルス対策
実施中

ご来館の皆様のご協力をお願いいたします。

ご来館の際は手指の消毒や手洗いを行っ
てください。

必ず事前に検温し、健康状態に不安の
ある方は来場をお控えください。

人との間隔は最低1ｍ（できれば2ｍ）の
距離を保つよう努めてください。

政府が公表する新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に沿った行動にご協力ください。
※公演の開催を再開するにあたり、劇場ガイドラインに基づき感染拡大予防のための
　対策を講じています。詳細は、ホームページをご覧ください。

マスクを着用してください
施設内ではマスクの着用と咳エチケット
をお願いします。

無理な外出は控えてください

手指の消毒をしてください

距離をあけてください

©松永学
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劇団四季ミュージカル『コーラスライン』
9/21（月・祝）18：30　
9/22（火・祝）13：00
大ホール
S席9,900円
A席6,600円
B席3,300円
※3歳以上有料（膝上観劇不可）。
※「SHIKI ON-LINE TICKET」でもチケットの取扱いがあります。
※客席内の衛生対策の一環として、感染防止対策を取ることができる席位置にて
　販売する可能性がございます。
※必ず劇団四季Webサイト内「ご来場の皆様へ、衛生対策ご協力のお願い」を
　ご一読ください（ご来場予定の皆様には「連絡先登録フォーム」のご登録お願いしております）。

○問 劇団四季 全国営業部　☎0570-008-110

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」
11/5（木）14：30
全席自由2,000円
シルバー1,500円
※シルバー（60歳以上）は、
　チケットMove及び相模原南市民ホールのみ取扱い。
※相模原南市民ホールでもチケットの
　取扱いがあります（取扱時間は10：00～19：00）。
※当公演は、全席自由席での開催となります。
　詳細は、2面記事をご覧ください。
〔出演〕柳生啓介、浜名実貴、津田恵一

○問 相模原南市民ホール　☎042-749-2110

下記費用の合計額（上限：個人5万円、団体30万円（ただし5人以下の場合は、構成員1人あたり5万円まで））
〇会場・附帯設備使用料　〇外部講師・出演者への謝礼（上限10万円）
〇本人出演料・出品料（上限1人2万円、6人まで）　　〇動画制作委託料
※音楽活動などの練習時の会場使用料等も含みます。
〇交付決定後、2021年2月28日（日）までに市内で感染防止対策を講じた上で実施・一般公開するイベント、動画制作（市ホームページで紹介）
〇18歳以上の個人（市内在住か在勤・在学の人）又は2人以上の団体（過半数が市内在住か在勤・在学の人）
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、
相模原市民会館、市内各公民館など。
※市ホームページでもダウンロードできます。
9月30日（水）までに、申請書を下記申込先に郵送（必着）。
※対象事業や申請資格など詳しくは、募集案内もしくは市ホームページをご覧ください。
〒252-5277　相模原市中央区中央2-11-15　市役所第2別館4階
相模原市文化振興課　☎042-769-8202

補助金額

対 象

申請書の
配布場所

お申込み
・

お問合せ

相模女子大学グリーンホール
トイレをリニューアルしました！

Before

After

お知らせ

相模女子大学グリーンホールでは、2020年1月中旬から2
月下旬にかけて、大ホールの舞台機構及びトイレの改修工
事を行いました。
今回、和式から洋式へリニューアルしたトイレの様子をご
紹介します。より快適になったグリーンホールへのご来場
を心よりお待ちしております。 https://hall-net.or.jp/business/issue/

日本フィルハーモニー交響楽団
第15回＆第16回 相模原定期演奏会

令和2年度 相模原市 文化芸術発表活動活性化事業 申請受付のお知らせ

第２０回 杜のホールはしもと
アンサンブルコンサート
出演団体募集！

参加者
募集

2021年1月に杜のホールはしもとで開催予定の
公演に向けて、出演団体を募集します。

新型コロナウイルスの影響により停滞した市民の文化芸術発表活動を活性化するため、
感染防止対策を講じた文化芸術イベントや動画制作の経費を助成します。

開 催 日  2021.1/23（土）
会　　場 杜のホールはしもと・ホール
出演資格 ・相模原市内または近隣で活動している団体。

・マイク・アンプ等の音響機器を必要としない
  アコースティックな合奏ができる団体（曲目自由）。
・自身で楽器の運搬が可能、または運搬補助を手配できること。
・1団体あたり2名～20名以内。
・11/27（金）の事前打合せと1/22（金）の前日リハーサルに参加できること。
・前日リハーサルや公演当日、運営スタッフとしてコンサートの運営ができること。
※重複出演も可能（申込み前に実行委員会までお問い合わせください）。

募集人数 20団体程度
※応募者多数の場合は抽選。抽選結果は10月下旬に応募者全員へ発送します。

参 加 費 1団体につき6,000円(団体負担金、録音CD・録画DVD代)＋メンバー1人につき600円
(例)10名の団体の場合 6,000円＋(600円×10名)＝12,000円の参加費

募集期間 8/16（日）～10/15（木）
募集方法 応募用紙に必要事項をご明記の上、下記へ郵送またはご持参ください。

※詳細は、募集要項または杜のホールはしもとホームページをご覧ください。

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気付「アンサンブルコンサート実行委員会」

お問合せ アンサンブルコンサート実行委員会 鈴木
☎090-5414-7419

中村雅俊 CONCERT TOUR 2020
｢ON and ON｣ Vol.4
11/8（日）16：00
大ホール
全席指定6,600円

○問 KMミュージック　☎045-201-9999

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
10/31（土）14：00　ホール
全席自由4,000円　ペア席7,500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。　※お一人様4枚まで。
〔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
○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

三山ひろし
笑顔を届けます！コンサート2020
11/20（金）13：30
大ホール
S席6,500円
※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。

○問 エール・プロモーション　☎048-782-8605

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
みなとみらいシリーズ第365回
相模女子大学グリーンホール公演
2021.2/6（土）18：30　大ホール
S席5,000円　A席4,000円　B席3,000円
※ユース（25歳以下）は各席種の半額。　
※シニア（60歳以上）は各席種の10％引き。
〔出演〕指揮／川瀬賢太郎［常任指揮者］
 ヴァイオリン／石田泰尚
 フルート／上野星矢
〔曲目〕ウィントン・マルサリス／ヴァイオリン協奏曲（日本初演）
 コリリアーノ／「ハーメルンの笛吹き」幻想曲
○問 神奈川フィル・チケットサービス　☎045-226-5107

○問 イズム　☎048-872-1113

11/12（木）14：00
大ホール
全席指定5,800円
※ソーシャルディスタンスのガイドラインに
　沿った配席となります。

綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ

情報紙　　　　　
バックナンバーを公開！

相模原市民文化財団ニュース　　　　の
バックナンバーを公開しています。最新号から
1年前までの情報紙Moveが閲覧できます。

感染症拡大のリスクを軽減するため、公演プログラム及びソリストを変
更させていただきます。チケット料金の払い戻しをご希望の場合は、お手
数をおかけいたしますが、払い戻し方法をご確認の上、期間内に購入元で
お手続きをお願いいたします。
【払戻期限】～ 9/30(水)
※プログラム及びソリスト変更に伴うチケット料金の変更はございません。
何卒ご了承ください。
※定期セット券のうち1公演のみ払い戻しをご希望の場合は、システムの都合
上、両公演ともに払い戻しとなりますので、払い戻し後、改めて単独チケットを
ご購入ください。
※日本フィル・サービスセンターでチケットをお
求めのお客様には別途ご連絡いたします。
※今後の状況によっては開催できなくなる可能
性や、座席を変更させていただく場合もござ
います。
※開催の可否は事前にホームページにて
ご確認の上、ご来場ください。

「立川志の輔独演会」
再振替公演について
●振替公演について
グリーンホール相模大野30周年記念「立川志の輔独演会」
〔会場〕相模女子大学グリーンホール・大ホール
〔再振替日時〕11/2（月）18:30　11/3（火・祝）12:30

●4/4（土）のチケットをお持ちのお客様へ
4/4（土）のチケットをお持ちのお客様限定の先行発売を、お電話にて
8/23（日）～9/13（日）の期間に承ります。
期間内に、チケットMove☎042-742-9999（10：00～19：00）まで
お電話をおかけいただき、11/2（月）、11/3（火・祝）いずれかのチケットを
お求めください。お求めの際に、4/4（土）のチケットをお手元にご用意く
ださい。座席番号でご購入の履歴を確認いたします。
※先行発売期間中は、4/4（土）のチケットと同じ席種、同じ枚数までご購入できます。
※11/2（月）、11/3（火・祝）ともに、密集を避けるため、隣席を空けた座席配置となります。
今後の状況によっては、販売を停止している隣席を追加販売する可能性があります。

撮影：下坂敦俊撮影：下坂敦俊

お知らせ

募集

2021年10月1日利用分から
施設の利用料金が変わります
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、相模原市民会館（ホール）
の施設利用料金及び附属設備利用料金の一部が2021年10月1日利
用分から変わります。
詳しくは、各施設のホームページをご覧いただくか、各施設へ直接お
問い合わせください。
※相模原市民会館の会議室等利用料金は2021年4月1日利用分から変わります。

※4/4（土）のチケットではご入場いただけません。
再振替公演のチケットは、再度ご購入をお願いいたします。

度重なる公演延期となりましたこと、深くお詫び申し上げます。≪公演プログラム及びソリスト変更に伴う払い戻しのご案内≫

5/30（土）振替公演

6/4（木）振替公演

3才から

小学生から

小学生から

18才から 小学生から

小学生から託児あり

小学生から

次号は9月15日（火）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）

相模原南市民ホール

杜のホールはしもと


