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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、8/31（月）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 10月の休館日…なし

今後の公演

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（当日6,000円）  

問 KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

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8/31(月)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にてお知らせいたします。
※ 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。

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

問 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

11/12
（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
問 イズム　☎ 048-872-1113 18才から

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
※ 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／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。
問 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　
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）。

※ 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
※ 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。

問 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110 小学生から

6/4（木）
振替公演10 月の公演 休館日…なし

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。

問 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。

問 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。

問 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。

問 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。

問 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
※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

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

10/16（金）チケットMove先行発売
10/17（土）一般発売

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。

問 チケットポート　☎ 03-6327-3710 小学生から

5/27（水）
振替公演

24
（土）
◯大

キプスバレエスタジオ 第12回発表会
16：30　  　  
問 キプスバレエスタジオ　☎ 042-743-1074

入場無料
（要事前申込）

31
（土）
◯多

北島寿子スペイン舞踊研究所 発表会
17：00　全席自由2,800円　  ※小学生以上要チケット。
問 北島寿子スペイン舞踊研究所　☎ 042-746-5835

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
※お一人様1公演のみ2枚まで。　
※ 発売初日は、電話予約及びチケットムーヴ.netのみ
取扱い。

※4面もあわせてご覧ください。

問 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

9/２0（日）発売

11/16
（月）
◯多

第142回グリーンホール八起寄席
18：30　
全席自由1,500（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〕 古今亭菊志ん、三遊亭兼好、
瀧川鯉舟、マギー隆司

※右記事、4面もあわせてご覧ください。

問 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

9/28（月）発売

11/21
（土）
◯大

野村万作・萬斎～狂言への誘い～
13：00　
  S  席4,400円　A席3,300円　
※ 発売初日は、電話予約及びチケット
ムーヴ.netのみ取扱い。

〔出演〕野村万作、野村萬斎　他
〔演目〕「鍋八撥」（なべやつばち）
　　　「痺」（しびり）
　　　「福の神」
※1、4面もあわせてご覧ください。
問 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

9/26（土）発売

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7,000円　問 アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

12/11
（金）
◯大

天童よしみ ソーシャルディスタンスコンサート2020
13：00／17：00　全席指定6,000円
問 アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

12/12
（土）
◯多

カンパニーデラシネラ
こども古典名作劇『ドン・キホーテ』
11：00／15：00　
全席自由3,000円　
小学生以下1,000円
※整理番号付。
〔演出〕小野寺修二
〔出演〕 藤田桃子、大庭裕介、崎山莉奈、

雫境、伊吹卓光、小野寺修二
※1、4面、下記事もあわせてご覧ください。
問 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 託児あり 3才から

9/27（日）発売

2 面記事 _ デラシネラ

演出： 小野寺修二
美術： 石黒 猛
出演： 藤田桃子　大庭裕介
 崎山莉奈　雫境
 伊吹卓光　小野寺修二

グリーンホール相模大野30周年記念

9/27（日）発売

12/12（土）
11：00／15：00
相模女子大学グリーンホール
多目的ホール

マイムの動きをベースにした独自の演出で、幅広い世代からの注目を集めている
カンパニーデラシネラ。
セルバンテスの名作『ドン・キホーテ』を取り上げ、破天荒なラ・マンチャの男の珍道中を、
デラシネラ流の台詞のない身体表現に置き換えてお披露目します。
観客の想像力によって「見えるもの」と「見えないもの」の境界を行き来し、時間や場所を超え、
どこまでも膨らんでいきます。プロダクトデザイナー石黒 猛のワクワクする仕掛けの数々も
見どころです。相模女子大学グリーンホールにて関東初上演です。

提供＝高知県立美術館　撮影＝釣井泰輔提供＝高知県立美術館　撮影＝釣井泰輔

こども古典名作劇

©Yoshinori Kurosawa ©藤本史昭

©Yuji Hori

提供＝高知県立美術館／撮影＝釣井泰輔
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今後の公演 10月の休館日…10/19（月）

今後の公演 今後の公演

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

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。
〔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》
※ 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。

問 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 託児あり 小学生から

残席僅少

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。

問 もみじホール城山　☎ 042-783-5295 小学生から

5/9（土）
振替公演

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

問 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から

販売調整中

11/15
（日）

よしもとお笑いライブin相模原市民会館2020
19：00　全席指定4,000円（当日4,500円）
〔出演〕中川家　他
※ 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）。
※4面もあわせてご覧ください。

問 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

9/19（土）発売

10 月の公演 休館日…10/19（月）

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。10月

10/26（月）～ 11/1（日） 相模原市政令市移行10周年記念 写真展

※初日13：00から、最終日14：00まで。

問フォト奥相模 会長 天野　☎042-787-2746

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…10/13（火）

9/21（月・祝）
16:30開演
町田市民ホール
入場料 4,400円
中学生以下 2,200 円

250名限定！町ガ結成5周年記念のライブ撮影イベント
（別途有料）を開催。後日作品に！特別な日をご一緒に！

6才から 好評発売中

お申込み・お問合せ　町田市民ホール　☎042-728-4300

まちだガールズ・クワイア
町ガ 5th アニバーサリー

５！GO！クワイアガール
町ガ5th アニバーサリー

５！GO！クワイアガール
公開
ライブ
収録

お 知 ら せ

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。

2021年10月1日利用分から
施設の利用料金が変わります

❶1口5,000円のご支援をお願いいたします（口数の上限はございません）。
❷第19回本選会にご招待いたします。（同伴者1名まで）
❸出場者の中から最も気に入った落語家1名の手に、直接応援金が渡ります。
　※授与は感染症予防のため、スタッフが代行させていただく場合もございます。予めご了承ください。

❹会場内に、応援者様の芳名（団体名）を掲示します。

第19回さがみはら若手落語家選手権・本選会 応援者募集相模原市の落語イベントとしてすっかり定着した「さがみはら若手落語家選手権」。
活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。

第19回さがみはら若手落語家選手権・本選会第19回さがみはら若手落語家選手権・本選会 応援者募集
応援者募集相模原市の落語イベントとしてすっかり定着した「さがみはら若手落語家選手権」。

活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。
相模原市の落語イベントとしてすっかり定着した「さがみはら若手落語家選手権」。
活気あふれる本選手権の第19回本選会について応援者を募集いたします。私たちと一緒に若手落語家さんを応援しませんか。

3 面記事 _ 協賛者募集

詳しいお問合せはこちら　杜のホールはしもと ☎042-775-3811

応募は簡単！

3 面記事 _GH30 周年

グリーンホール30周年記念
特設ウェブページ

グリーンホール相模大野開館30周年を記念して、
特設ウェブページをオープンしています。
おうちで過ごす時間が増えている今、

グリーンホールとともにあの頃を振り返ってみませんか？

❶Twitterから 「＃グリーンホール30周年」を付けて投稿

❷メールから gh-30th@hall-net.or.jp

❸QRコードから

▲建築中のグリーンホール
1987年9月の着工から2年余りで
完成しました。グリーンホールは、
市内最大のホールとなりました。

https://hall-net.or.jp/01greenhall/30th/
グリーンホール　30周年
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「グリーンホールによせて」
関係者の皆様からのメッセージ
出演者や関係者の皆様からのお祝いのメッセージを紹介してい
ます。多方面からの直筆コメントや動画をご覧いただけます。

なつかしの情報紙
当財団で発行してきた公演に関する情報紙、1989年創刊以降の
バックナンバーをご覧いただけます。思い出の公演情報が見られ
るかもしれません。

あなたの
グリーンホールエピソード
皆様からお寄せいただいた、グ
リーンホールにまつわる思い出や
エピソードをご紹介しています。
現在も絶賛募集中です。一緒に30
周年をお祝いしましょう！

10 月の公演 休館日…なし

1（木）
〜
3（土）
◯多

キルト・ビー あっという間の30年（パッチワークキルト展示）
10：00  ～18：00　※最終日は17：00まで。
問 諏訪和子　☎ 042-773-9177

入場無料

4
（日）
◯多

NPO法人メリーオーケストラ 公開練習
9：30　  　  
問 NPO法人メリーオーケストラ　☎ 042-771-5649

入場無料

5
（月）
◯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）　  問 みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

9
（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）　  問 みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

12
（月）
◯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）　  問 みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

22
（木）
◯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）　  問 みんなで歌うコンサート　☎ 042-763-5182

23
（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
14：00　参加費1,000円（要事前申込）　  問 うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

30
（金）
◯多

小原聖子と仲間たちによるギターコンサート
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。
問 相模原ギター協会　☎ 090-3247-7688

9/15（火）発売

31
（土）
◯多

USボーカル教室 第16回発表会
19：00　  　  
問 USボーカル教室相模原橋本校　☎ 042-771-7539

入場無料

12/23
（水）
◯ホ

第19回さがみはら若手落語家選手権・本選会
14：00　
全席指定2,000円　
〔出演〕 入舟辰乃助、柳家吉緑、春風亭一花、古今亭志ん吉、三遊亭伊織
※ 1、4面もあわせてご覧ください。

問 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

9/19（土）発売

11/20
（金）
　  

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.4
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。

問 もみじホール城山　☎ 042-783-5295

参加者募集
10/20（火）必着

19
（月）
・
20
（火）

ホールでスタインウェイを弾こう！
9：00～20：30　参加費2,000円（1時間あたり／要事前申込）　※右下記事もあわせてご覧ください。
問 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

ホールでスタインウェイを弾こう！ホールでスタインウェイを弾こう！
日　時 10/19（月）、10/20（火） 9：00～20：30
会　場 相模原市民会館・ホール
参加費 2,000円（1時間あたり／要事前申込）

9/19(土)8：30～電話にて予約開始（先着順）
お問合せ 相模原市民会館　☎042-752-4710

公演延期のお知らせ
10/3（土）「神田伯山独演会」は延期となりました。日程は調整中です。
※10/3（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。
問ショッパーチケットサービス　☎0570-007-677
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