
予選会 本選会

前売限定！お得なセット券

※お一人様1公演につき4枚まで。

11/21（土）
発売

3/14（日）14：00
杜のホールはしもと・ホール
全席指定2,200円／セット券2,000円

予選会・本選会のチケットを、2枚以上同時購入すると、お得なセット券になります！
ご夫婦や、お友達と一緒に行くもよし、予選会と本選会をお一人で楽しむもよし。
自分だけのセット券を、自由に2枚以上お選びください。

セット券（1枚あたり）予選会1,200円　本選会2,000円
※セット券は各予選会・本選会の前売2枚以上（組合せ自由）同時購入が対象。チケットMove（電話・窓口）のみ取扱い。

小学生から

小学生から

毎年恒例！今、勢いのある若手（二ツ目）たちが挑む観客投票制の選手権！
ルールは簡単。その日一番よかった落語家さんに投票し、優勝者を決めます。
本選会にはゲスト真打として、第4回さがみはら若手落語家選手権・優勝者の
立川志遊師匠が登場。

第20回
さがみはら
若手落語家
選手権

春風亭昇也 柳家緑太 三遊亭とむ 春風一刀 立川只四楼 鈴々舎八ゑ馬

第2回 1/31(日)第1回 1/16(土)

第3回 2/14(日) 第4回 2/27(土)

三遊亭わん丈 桂 鷹治 三遊亭吉馬 三遊亭萬丸

春雨や風子 三遊亭天歌 立川寸志 柳家あお馬 三遊亭好二郎

本選会ゲスト真打
第4回さがみはら若手落語家選手権 優勝者

立川志遊

第20回さがみはら若手落語家選手権の開催おめでとうございます。
今回で20回。凄い！これもひとえに、応援して下さったお客様と主催
の皆様のお引き立てがあればこそ。本当に有難い事です。
16年前、優勝者として名前を呼ばれた時の喜びは、今でもハッキリ覚
えています。この選手権の特徴であるお客様の投票で選んで頂いた
事が何より嬉しく、大きな自信になりました。
記念すべき20回目。歴史にその名を残そ
うと、二ツ目諸君は気合十分！熱演間違
いなしの高座を是非ご覧下さい。

立川談吉 林家つる子 雷門音助 桃月庵こはく 笑福亭茶光

相模原音楽家連盟×もみじホール城山

気軽に楽しめる
70分のレクチャーコンサート！

もみじホール城山・多目的ホール

ピアノって美しい! !

2/25（木）13：30
2021.

～ベヒシュタインとたどる名曲たち～

ピアノ／鈴木 綾

相模原音楽家連盟ともみじホール城山によるレクチャーコン
サートのテーマは『ピアノ』です。もみじホール城山では、
“スタインウェイ”“ベーゼンドルファー”に並び世界三大ピアノ
と呼ばれる「ベヒシュタイン」を神奈川県下の文化施設で唯
一所有しています。
今回は、このベヒシュタイン・ピアノの歴史にも触れながら、
瑞々しい音色を存分にお楽しみ頂ける名曲をお届けします。

全席指定 700円
※もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります（取扱時間は10:00～19:00）。

11/22（日）
発 売

ドヴォルザーク
ユモレスク Op.101-7 

リスト
ため息 S.144-3
ショパン

幻想即興曲 Op.66
ブラームス

 《ワルツ集》 Op.39 より 第15曲
ラヴェル
水の戯れ
ドビュッシー

《ベルガマスク組曲》 より 〈月の光〉
ショパン

スケルツォ 第1番 Op.20　他

PROGRAM

※お一人様1公演につき4枚まで。
各回14：00　杜のホールはしもと・多目的室　全席指定1,300円／セット券1,200円

小学生から

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12 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.330

11.15
2020

 （10：00～19：00）

【12/7（月）、8（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、10/30（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。

12 月の公演　 休館日…12/7（月）、28（月）～31（木）

今後の公演　 

今後の公演　 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10/30(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。

隣接する旧伊勢丹相模原店の解体工事について
　2020年10月より相模女子大学グリーンホールに隣接する旧伊勢丹相模原
店の解体工事が行われております。
　工事期間中は作業に伴う騒音、振動が発生する場合がございます。
　ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

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。
※下記事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

当日券
13：00

16
（水）
　

相模原音楽家連盟フレッシュコンサート 
山田佳穂（フルート）・平石早玲（クラリネット）ジョイントコンサート
14：00

〔出演〕 フルート／山田佳穂　 
クラリネット／平石早玲　 
ピアノ／石川千晶

㉄ 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110 小学生から

入場無料
（要整理券）

12 月の公演 休館日…12/7（月）、8（火）、28（月）～31（木）

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。
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

5/２６（火）
振替公演

1/9
（土）
　◯大

マスクプレイミュージカル「7ひきのこやぎと狼」
11：00　S席2,800円（当日券なし）　A席2,300円（当日2,500円）　※3歳以上要チケット。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ 劇団飛行船　☎ 03-4500-6810 

11/28（土）発売

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。
㉄ 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

26
（土）
　◯大

ヒーリングっど♥ プリキュア ドリームステージ
10：30／14：00　S席2,800円（当日券なし）　A席2,300円（当日2,500円）　※3歳以上要チケット。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ 劇団飛行船　☎ 03-4500-6810 

12/5（土）発売

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。
㉄ 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。
㉄ 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

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

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。

㉄ チケットポート　☎ 03-6327-3710 小学生から

5/27（水）
振替公演

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
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

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
※右下記事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 3才から

当日券
10：00/14：00

19
（土）
　◯多

白石加代子「百物語」シリーズ 
アンコール公演 第三弾
18：30　全席指定5,500円　シルバー5,000円　
※シルバー（60歳以上）はチケットMoveのみ取扱い。

〔構成・演出〕鴨下信一
〔出演〕白石加代子
㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

残席僅少

3_AD_ 城山落語会

ご鑑賞の前や後に楽しいお食事やショッピングを！

公演当日のチケットの半券をご提示いただくと、
おトクなサービスがご利用いただけます。

相模大野ステーションスクエア
7・8階 レストラン店舗　営業時間11：00～22：00（L.O21:30）

相模女子大学グリーンホールの場合…

ミウィ橋本のショップ・レストランで
おトクなサービス！
※他サービスとの併用は出来ません。 ※サービス提供は一部店舗を除き、
サービス内容は店舗によって異なります。 ※詳しくはミウィ橋本館内設置の

「杜のホールはしもとご利用の方へのサービス」リーフレットをご参照ください。

杜のホールはしもとの場合…

相模大野ステーションスクエアの
7・8階レストラン店舗でお食事をご注文の際、
当日の公演チケットの半数をご提示いただくと、
ドリンク1杯無料サービス！
※一部対象外店舗がございます。 ※チケット1枚で1名さま（お食事ご注文のお
客さま）までサービスを受けられます。 ※サービスの詳細は店舗によって異な
ります。詳しくは係員におたずねください。

ミウィ橋本
地下1階～4階 食料品・ショップ・サービス・カフェ
営業時間10：00～21：00
5階レストラン　営業時間11：00～23：00（最終入店22：00）
※1階路面店舗の営業時間は各店によって異なります。
※年末年始は営業時間が異なる場合がございます。

2_ 記事 _ 日本フィル

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 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12/6（日）12/6（日）
相模女子大学グリーンホール・大ホール
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。

「ベートーヴェンプログラムに寄せて」
クラシック音楽に出会い、この職業を選び邁進してきたつもりでも、怠惰な気持ちがふとよぎる事
もあります。そして、何となく、今日も運命、新世界？という雰囲気が漂う事もあったと思います。しか
し、この運命、新世界をきちんと演奏出来たと胸を張って言える日が来るのだろうか？と名曲に対す
る畏怖の気持ちがそれ以上にあるのも事実です。先人が我々に伝えて下さった素晴らしい音楽や
文化を今度は自分達が、会う事がないかもしれないような遥か未来の次世代に伝えていかなけれ
ばならないと思います。この世界中を混乱に陥れているコロナ禍で更にその思いは強く、単なるメモ
リアルイヤー以上に特別な年になってしまったこの2020年のベートーヴェンイヤー。いつもにも増し
て、ベートーヴェンの音楽が心の奥に染み入るのは私だけではないと思います。素晴らしい音楽家
三浦さん、子供の頃から大好きで憧れの存在である日本フィルの皆さんと共に、ベートーヴェンへの
感謝の気持ち、相模原の皆さまへ元気と勇気をお届けしたいと思います。

下野竜也

指揮者の下野竜也さんよりコメントをいただきました

好 評
発売中※14：00～14：10指揮者に

　よるプレトークあり。

14：30開演
（13：30開場）

12
（土）
　◯大

相模原市民吹奏楽団 第55回定期演奏会
14：00／17：30

〔曲目〕 J.P.スーザ：ワシントン・ポスト 
久石 譲： ウインドバンド・ストーリーズ 

「となりのトトロ」　他
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原市民吹奏楽団事務局　☎ 090-2159-4963

入場無料
（要入場券）

20
（日）
　◯大

爆生!! お笑い in 相模原
11：00／14：00　全席指定4,000円（当日4,300円）
㉄ イズム　☎ 048-872-1113 3才から

20
（日）
　◯多

ピアノ発表会
14：00
㉄ 伊佐地ピアノ教室　☎ 042-743-5342

入場無料

21
（月）
　◯大

佐藤竹善 with The Jazz Creatures Your Christmas Night 2020
19:00　全席指定7，700円（当日8，500円）
㉄ tep　  info@tep-inc.net 小学生から

27
（日）
　◯大

相女＆県相 2校吹奏楽部 ジョイントコンサート 2020
13：00
㉄ 相模女子大学中学部・高等部 事務室　☎ 042-742-1442 小学生から

入場無料
（要整理券）

1/15
（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　

〔出演〕ピアノ／鈴木 大
※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

入場無料
（要整理券）

1/18
（月）
　◯多

第143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、三遊亭兼好、古今亭文菊
※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

11/16（月）発売

6
（日）
　

WAK☆WAK クリスマスコンサート
14：00　全席自由1,000円　高校生以下500円　※3歳未満の膝上鑑賞無料。
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ WAK☆WAK(わくわく)事務局　☎ 090-6038-3530 

11/15（日）発売

2021
1/16

（土）
　

中学生演劇「学びの輪」 
中学生のための舞台技術ワークショップ
10：00　
参加費無料　
※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

参加者募集
12/14（月）必着

15
（火）
　

“樹木希林”を生きる 映画上映会
10：30／14：00　
全席自由900円（当日1,000円）
※ 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）。

※4面もあわせてご覧ください。
㉄ ショッパーチケットサービス　☎ 0570-007-677 小学生から

11/15（日）発売

小学生から託児あり

当日券
11:30

グリーンホール相模大野30周年記念

11/21（土）13：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール
S席4,400円 A席3,300円

野村万作・萬斎
～狂言への誘い～

好評発売中

3才から託児あり

好 評
発売中

原作：ミゲル・デ・セルバンテス
美術：石黒 猛
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

グリーンホール相模大野30周年記念

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
全席自由3,000円 小学生以下1,000円 ※整理番号付。

撮影：田邊アツシ　写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］撮影：田邊アツシ　写真提供：山口情報芸術センター［YCAM］

こども古典名作劇

カンパニーデラシネラが手掛ける
大人も子どもも楽しめる古典名作劇場

©Yoshinori Kurosawa ©藤本史昭

©Yuji Hori

提供＝高知県立美術館／撮影＝釣井泰輔

©NHK ／撮影：瀧川 寛



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　 

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

2021
1/9

（土）
　

城山落語会 柳亭小痴楽独演会
14：00　
全席指定2,500円　シルバー・中学生以下2,300円
※ 5/9（土）の公演チケットは、振替公演にて有効となります。
※シルバーは60歳以上。
※ もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります 
（取扱時間は10：00〜19：00）。

※下記事、4面もあわせてご覧ください。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 小学生から

5/9（土）
振替公演

11/21（土）発売
（再発売）

12 月の公演 休館日…12/7（月）、12/28（月）～31（木）

12 月の公演 休館日…12/21（月）、12/29（火）～31（木）

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。
※12/29（火）~2021.1/3（日）は休館になります。

12月

11/30(月）〜　12/6（日） 小島一朗油彩画展 
※初日13：00から、最終日17：00まで。 
㉄小島　☎070-4441-1562

12/7(月）〜12/13（日） 写真で感動を！「花・風景で心の癒し」 
※初日13：00から、最終日16：00まで。 
㉄水戸　☎090-5524-7291

12/28(月）〜2021.1/9（土）　 遥かなる大地：道東より 
※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄鎌田　☎042-712-9329

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。12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

12/3(木)〜12/7(月) 第3回 5サークル交流水彩画展 
※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄八橋　☎042-755-1990

12/3(木)〜12/8(火) 第34回 青鳥会刻字展 
※初日14：00から、最終日15：30まで。 
㉄田中　☎042-757-3733

12/11(金)〜12/13(日) 県立相模原弥栄高等学校 弥栄美術科展 
※11日12：00から、19：00まで。 
　12日17：00まで。最終日14：00まで。 
㉄横山　☎042-758-4971

12 月の公演 休館日…12/28（月）～31（木）

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

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

6
（日）
　◯ホ

アコーディオン♪アコーディオン お楽しみMusic BOX2
14：00　全席指定1,000円
㉄ (一社)ビッグママ・プロジェクト　☎ 042-770-1859 0才から

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

休館日…12/8（火）、28（月）～31（木）

3_AD_ 城山落語会

11/21（土）発売
（再発売）小学生から

 ■ 単独真打昇進
　落語芸術協会15年ぶりとなる、単独での真打昇進を果たしました。落語家や講
談師は「真打」という位にあがると、各寄席で連日披露興行を行います。数人が同時
に新真打となり、持ち回りでその日のトリ（プログラムの最後、いわば“主役”）を務
める場合と異なり、単独昇進となれば毎日が主役。同協会からの期待の証と言える
でしょう。

 ■ 二ツ目ユニット「成金」で活躍
　2013年に結成された二ツ目落語家・講談師によるユニット「成金」。話題
の講談師・松之丞改め6代目神田伯山ら個性豊かな11人の存在は、昨今の
落語ブームをけん引し、注目の的となりました。小痴楽はその中心的メン
バーとしてブレイク。人気・実力ともに兼ね備えたホープです。

寄席はもちろん、最近ではメディア出演も増え、ますます目が離せない期待の落語家をお見逃しなく！

しんうち

なりきん

城山落語会
柳亭小痴楽独演会

2021.1/9（土）14：00 もみじホール城山・多目的ホール
全席指定2,500円　シルバー・中学生以下2,300円
※シルバーは60歳以上。　※もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります（取扱時間は10:00～19:00）。

お問合せ　もみじホール城山 ☎042-783-5295

3_ 記事 _ ベヒシュタイン

参 加 者 募 集

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！
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！

日　　時 2021.1/28（木）10：00～18：30
会　　場 もみじホール城山・多目的ホール
募集期間 11/15（日）～12/18（金）必着
参 加 費 1コマ1,000円
 ※１グループ（人）につき1コマまで。
応募方法 詳細はホームページを
 ご覧ください。

vol.5vol.5

1
（火）
　◯多

みんなで歌おうとことん懐メロ　楽団の生演奏でみんなで歌う 
特集（1）冬の歌（2）ご当地ソング（大阪）
14：00　参加費1,000円（要事前申込）　㉄ 饗場文惠　☎ 080-4733-3120

5
（土）
　◯多

矢部音楽教室発表会
14：00
㉄ 矢部音楽教室　☎ 042-761-2229

入場無料

10
（木）
　◯多

ピアノでうたう百人一首コンサート
14：30　参加費1,500円（申込不要）　
㉄ リハコン音楽事務所　☎ 080-6584-4141（平日14：00〜17：00）

11
（金）
　◯多

第47回相模原でよい音楽をきく会
14：00　全席自由1,000円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原ギター協会　☎ 090-3247-7688 

11/15（日）発売

12
（土）
　◯ホ

久保毬乃ピアノリサイタル～ショパンと共に～
19：00　　
㉄ 久保　☎ 070-2635-4589

入場無料
（要整理券）

14
（月）
　◯ホ

琴伝流大正琴チャリティーコンサート“藤井玲歌＆わすれな草„
13：00
㉄ 藤井玲歌　☎ 042-625-2114

入場無料

17
（木）
　◯多

みんなで歌うコンサート 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

19
（土）
　◯ホ

第10回 東日本大震災 チャリティーコンサート（最終回） 
銀河弦楽合奏団　
17：30　㉄ 朋の会　☎ 042-772-8055

入場無料

21
（月）
　◯多

みんなで歌うコンサート なつかしい昭和の名曲（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

24
（木）
　◯多

ベートーベン生誕250年X’masの集い 映画・音楽と陽光芸術 
（ベートーベン初演と日本の武士の子初発表）　

14：30／18：30　全席自由1,800円　学生1,000円　㉄ 環境芸術陽光会　☎ 080-3388-9366

25
（金）
　◯ホ

桜美林大学オーケストラ 第42回定期演奏会
18：00　　
㉄ 齋藤 茜　  obirinorchestra0180@gmail.com

入場無料

23
（水）
　◯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

25
（金）
　◯多

日本美学の探訪 光明を求めて 小林陽光先生と高谷秀司 
陽光著「第九初演と日本人」発表・音楽
14：30／18：30　全席自由1,800円　学生1,000円　㉄ 環境芸術陽光会　☎ 080-3388-9366

2021
1/16

（土）
　◯多

第20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1,300円　セット券1,200円　
※ セット券は各予選会・本選会の前売2枚以上（組合せ自由）同時購入が対象。 

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。
※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

11/21（土）発売

1/31
（日）
　◯多

第20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1,300円　セット券1,200円　
※ セット券は各予選会・本選会の前売2枚以上（組合せ自由）同時購入が対象。 

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。
※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

11/21（土）発売

2/14
（日）
　◯多

第20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1,300円　セット券1,200円　
※ セット券は各予選会・本選会の前売2枚以上（組合せ自由）同時購入が対象。 

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。
※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

11/21（土）発売

2/27
（土）
　◯多

第20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1,300円　セット券1,200円　
※ セット券は各予選会・本選会の前売2枚以上（組合せ自由）同時購入が対象。 

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。
※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

11/21（土）発売

3/14
（日）
　◯ホ

第20回さがみはら若手落語家選手権 本選会
14：00　 
全席指定 2,200円　セット券2,000円　
※ セット券は各予選会・本選会の前売2枚以上（組合せ自由） 

同時購入が対象。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〕 予選を勝ち抜いた二ツ目5名 
立川志遊（ゲスト真打・第4回さがみはら 
若手落語家選手権 優勝者）

※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

11/21（土）発売

4
（金）
　

城山うたごえサロン さよならコンサート
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

20
（日）
　

デュオリサイタル13 バイオリン・ビオラとピアノによる小品の世界
14：00　全席自由1,500円　高校生以下1,000円　※未就学児入場無料。
㉄ メリーミュージック　☎ 042-771-5649

1/28
（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
10：00〜18：30　
参加費1,000円（要事前申込）　
※下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
12/18（金）必着

2/25
（木）
　

相模原音楽家連盟×もみじホール城山 
ピアノって美しい!! 
~ベヒシュタインとたどる名曲たち~
13：30　
全席指定700円
※ もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります 
（取扱時間は10：00〜19：00）。　

〔出演〕ピアノ／鈴木 綾
〔曲目〕 リスト：ため息 

ショパン：幻想即興曲 
ドビュッシー：月の光　他

※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 小学生から

11/22（日）発売

16
（水）

ランチタイムコンサート「みんなのクリスマスコンサート」
第1部 0さいからのコンサート　
10：30　全席自由500円
第2部 大人のためのコンサート　
12：30　全席自由500円　※未就学児入場不可。
※下記事もあわせてご覧ください。　㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

2021
1/23

（土）

おばけのアッチ リーディングミュージカル
13：00／16：00　全席指定3,500円
※0歳以下膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。
※1回のお申込みにつき6枚まで。

〔出演〕横山だいすけ　他
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 

11/21（土）発売

お問合せ　相模原市民会館 ☎042-752-4710

3_AD_ 市民会館

12/16（水）
相模原市民会館・ホール 各部全席自由500円
第1部 10：30～ ０さいからのコンサート
　　　（０歳から入場可能。入場者全員要チケット。）
第2部 12：30～ 大人のためのコンサート
　　　（未就学児入場不可）

好評発売中

ランチタイムコンサートvol.18 ～相模原市民会館で聴く、お得な1時間～

みんなのクリスマスコンサートみんなのクリスマスコンサート

〔出演〕ピアノ／原礼以菜　ソプラノ／新木莉央
　　　フルート／林 愛実　パーカッション／和波さやか

©角野栄子・佐々木洋子／ポプラ社



相模原市民吹奏楽団
第55回定期演奏会

フォトシティさがみはら写真展
「私のこの1枚」作品募集

お問合せ　イズム　☎048-872-1113（平日11：00～17：00）

広告

12/20（日）
❶11：00開演
［出演］ラバーガール、ゾフィー、ダニエルズ、ハルカラ、トンツカタン
　　　　　※都合により出演者が一部変更になる場合がございます。

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

相模女子大学グリーンホール　大ホール
全席指定4,000円

好評発売中

ナイツ
土佐兄弟

流れ星

ハナコ

ザ・マミィタイムマシーン３号

❷14：00開演

©角野栄子・佐々木洋子／ポプラ社©角野栄子・佐々木洋子／ポプラ社

©NHK／撮影：瀧川 寛©NHK／撮影：瀧川 寛

1/18（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〕立川談修、瀧川鯉橋、三遊亭兼好、古今亭文菊

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

○問 相模原ギター協会　☎090-3247-7688

12/11（金）14：00　多目的室
全席自由1,000円
〔出演〕ヴァイオリン／荒木玲子　フルート／箕輪道子
 マリンバ／三留喜代美　ギター／河口健二
〔曲目〕ソナタニ長調（ヘンデル）、見上げてごらん夜の星を
 アヴェ・マリア、ホワイトクリスマス

第47回相模原でよい音楽をきく会

○問 もみじホール城山　☎042-783-5295

2021.1/9（土）14：00
全席指定2,500円
シルバー・中学生以下2,300円
※シルバーは60歳以上。
※もみじホール城山でもチケットの取扱いがあります
　（取扱時間は10：00～19：00）。

城山落語会 柳亭小痴楽独演会

○問 WAK☆WAK(わくわく)事務局　☎090-6038-3530

12/6（日）14：00
全席自由1,000円
高校生以下500円
※3歳未満の膝上鑑賞無料。
〔出演〕ソプラノ／榎本真美　ピアノ／神崎真弓
 マリンバ／山地章子　 ドラム／小林清明
〔曲目〕アヴェマリア、ジングルベル、赤鼻のトナカイ　他

WAK☆WAK クリスマスコンサート

○問 劇団飛行船　☎03-4500-6810

2021.1/9（土）11：00
大ホール
S席2,800円（当日券なし）
A席2,300円（当日2,500円）
※3歳以上要チケット。

マスクプレイミュージカル
「７ひきのこやぎと狼」

○問 相模原市民会館　☎042-752-4710

2021.1/23（土）13：00／16：00
ホール
全席指定3,500円
※0歳以下膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。
※1回のお申込みにつき6枚まで。
※市民会館窓口及びwebのみ取扱い。
〔出演〕横山だいすけ　他

おばけのアッチ リーディングミュージカル

第143回グリーンホール八起寄席

12/26（土）10：30／14：00
大ホール
S席2,800円（当日券なし）
A席2,300円（当日2,500円）
※3歳以上要チケット。

○問 劇団飛行船　☎03-4500-6810

ヒーリングっど♥ プリキュア ドリームステージ

12/15（火）10：30／14：00
全席自由900円（当日1,000円）
※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）。
〔語り・撮影・監督〕木寺一考
〔出演〕樹木希林

○問 ショッパーチケットサービス　☎0570-007-677

“樹木希林”を生きる 映画上映会 第20回さがみはら若手落語家選手権

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

お得なセット券のご案内

セット券（1枚あたり）

〈予選会〉2021.1/16（土）・1/31（日）・2/14（日）・2/27（土）
各回14：00　多目的室
全席指定1,300円　セット券1,200円（1枚あたり）
※お一人様1公演につき4枚まで。
〔出演〕第1回 春風亭昇也、柳家緑太、三遊亭とむ、春風一刀、立川只四楼
 第2回 鈴々舎八ゑ馬、三遊亭わん丈、桂 鷹治、三遊亭吉馬、三遊亭萬丸
 第3回 立川談吉、林家つる子、雷門音助、桃月庵こはく、笑福亭茶光
 第4回 春雨や風子、三遊亭天歌、立川寸志、柳家あお馬、三遊亭好二郎

〈本選会〉3/14（日）14：00　ホール
全席指定2,200円　セット券2,000円（1枚あたり）
※お一人様1公演につき4枚まで。
〔出演〕予選を勝ち抜いた二ツ目5名
  立川志遊
 （ゲスト真打・第4回さがみはら若手落語家選手権 優勝者）

予選会・本選会のチケットを、2枚以上同時にご購入いただくと、お得なセット券に
なります！ご夫婦や、お友達と一緒に行くもよし、予選会と本選会をお一人で楽し
むもよし、自分だけのセット券をご自由にお選びください。

予選会 1,200円    本選会 2,000円
※セット券は各予選会・本選会の前売2枚以上（組合せ自由）同時購入が対象。
　チケットMove（電話・窓口）のみ取扱い。

チケットMove窓口が2階 大ホール横窓口から
1階 管理事務室内に移転しました。
お問い合わせ先及び営業時間に変更はございません。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

○問 もみじホール城山　☎042-783-5295

2/25（木）13：30
全席指定700円
※もみじホール城山でもチケットの
　取扱いがあります（取扱時間は10：00～19：00）。
〔出演〕ピアノ／鈴木 綾
〔曲目〕リスト：ため息
 ショパン：幻想即興曲
 ドビュッシー：月の光　他 

相模原音楽家連盟×もみじホール城山
ピアノって美しい！！
～ベヒシュタインとたどる名曲たち～

南市民ホールにある音響・照明機器設備の取扱いや効果などについて
中学生を対象とした舞台技術ワークショップを開催します。
経験豊かな講師がわかりやすい説明や実演を行います。

2021.1/16（土）10：00～11：00
相模原南市民ホール
市内在住の中学生
10名程度
※保護者の方はご参加できません。
※応募者多数の場合は抽選します。抽選結果は12/22（火）までに
　当選者の方のみ郵送にてお知らせいたします。
無料
11/15（日）～12/14（月）必着
①名前（ふりがな） ②学校名 ③学年 ④住所 ⑤電話番号 ⑥保護者
の名前をご明記の上、ハガキにて下記までご応募ください。
〒252-0303　相模原市南区相模大野5-31-1 南合同庁舎内
相模原南市民ホール「中学生のための舞台技術ワークショップ」係
☎042-749-2110

日 時
会 場
対 象
定 員

参 加 費
募集期間
応募方法

お申込み
・

お問合せ

参加者
募集

※このワークショップは、「相模原市立中学校演劇研究会」と合同で行われ、
　相模原市内中学校演劇部の皆さんと一緒に参加していただきます。

中学生演劇「学びの輪」
中学生のための
舞台技術ワークショップ「クラシックを楽しむコンサート」は、市内の若手演奏家をご紹介する

とともに、市民のみなさまが気軽にコンサートへ足を運んでいただくこ
とを目的に、相模原市民文化財団と相模原音楽家連盟が協力をして開
催しているシリーズです。

2021.1/15（金）19：00
相模女子大学グリーンホール・多目的ホール
無料（全席自由・要整理券）
11/20（金）10：00より
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、もみじホール城山にて配布します。
※お一人様2枚まで。
ピアノ／鈴木 大 
ドビュッシー：《ベルガマスク組曲》より「月の光」
ドビュッシー：《ピアノのために》
ラフマニノフ：絵画的練習曲集《音の絵》Op.39より 第3曲、第4曲、第5曲
R.シューマン：《ミルテの花》 Op.25より 「献呈」（リスト編曲）
ブラームス：《7つの幻想曲》より 第3曲、第4曲
J.S.バッハ：シャコンヌ（ブゾーニ編曲）
相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

日 時
会 場
入 場 料
整理券配布

出 演
曲 目

お問合せ

整理券
配布

小学生から

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

共催 相模原音楽家連盟

※新型コロナウイルス感染防止対策を取ることができる席位置にて開催する可能性がございます。
※公演当日、新型コロナウイルスの感染予防及び感染拡大を防ぐため、
　お名前とご連絡先をご提出いただきます。

〔出演〕相模原市民吹奏楽団　指揮／福本信太郎、安西雄紀

12/12（土）14：00／17：30
相模女子大学グリーンホール・大ホール
無料（要入場券）
チケットペイまたは郵送からの申込みになります。詳細はチラシ
またはホームページ（https://sgm-shisui.com/）をご覧ください。
相模原市民吹奏楽団事務局　☎090-2159-4963

日 時
会 場
入 場 料
申込方法

お問合せ

無料
公演

1人1点まで。どなたでも応募できます。
詳細は公民館などにある募集案内をご覧ください。
500円
12/18（金）
2021.1/15（金）～28（木）ミウィ橋本5・6階インナーガーデン
1/30（土）～2/12（金）ユニコムプラザさがみはら マルチスペース
フォトシティさがみはら実行委員会事務局（相模原市文化振興課内）
☎042-769-8202

申込方法

参 加 費
応募締切
会期・会場

お問合せ

作品
募集

※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。

チケットMove（10:00～19:00）　☎042-742-9999お問合せ 

お知らせ

相模原市南区誕生10周年記念事業

※詳細は情報紙Move12/15号にて
　お知らせいたします。
※詳細は情報紙Move12/15号にて
　お知らせいたします。

クリスマスツリーイメージクリスマスツリーイメージ

今年、相模原市南区は区制施行10周年を迎えます。
これを記念し、緑区藤野中学校から寄贈された「グランドピ
アノ」を相模大野駅南北自由通路にある「クリスマスツ
リー」にあわせて、期間限定で設置しま
す。ピアノには女子美術大学の学生たち
が趣向を凝らした装飾を施します。
みなさま是非お楽しみください。

相模原市南区役所地域振興課
☎042-749-2135

お問合せ

設置期間 12/15（火）～12/25（金）
会　　場 小田急相模大野ステーションスクエア3階
 アトリウム広場（相模大野駅南北自由通路）

相模女子大学グリーンホール
チケットMove窓口移転について

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

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。

5/9（土）振替公演

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

次号は12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） 杜のホールはしもと

相模原市民会館

もみじホール城山（城山文化ホール）

相模原南市民ホール


