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©松竹

べん　てんむすめ め おの しらなみ

しらびょうし　　　　　　はなのえん

〔演目〕一、『 舞 妓の花宴 』長唄囃子連中
  　　二世藤間勘祖　振付
　　 二、河竹黙阿弥 作

 『弁天娘女男白浪』一 幕 二 場
   浜松屋見世先の場
   稲瀬川勢揃いの場
〔出演〕市川海老蔵　市川男女蔵　中村児太郎　大谷廣松
　　 市川九團次　片岡市蔵　市川右團次

相模女子大学グリーンホール・大ホール
S席12,000円　A席11,000円　B席8,800円

「伝統芸能を分かりやすく、多角的に味わっていただきたい」と市川海老蔵が企画した本公演。
河竹黙阿弥の七五調の名せりふに彩られた世話物の人気狂言『弁天娘女男白浪』にて、
市川海老蔵が5年ぶりに弁天小僧を演じます。
耳心地の良い音楽、色彩豊かな衣裳など、物語だけではない見どころ満載の名場面を
心行くまでお楽しみください。

市川海老蔵

小学生から託児あり

3/14(日) 14：003/14(日) 14：00

KURICORDERQUARTET

NHK・Eテレ「ピタゴラスイッチ」のテーマ曲で
お馴染みの栗コーダーカルテット！ 5年ぶりに相模大野に登場！

高校生以下  2,000円（当日2,500円）
全 席指定  4,000円（当日4,500円）

栗コーダーカルテット

相模女子大学グリーンホール・多目的ホール
2/21（日） 15：00

小学生から好評発売中

+
安宅浩司

2015年より3人編成に移行。ギターやリコーダーに多彩なゲストミュージシャンを迎え、
またボーカリストとの共演を行うなど、よりフレキシブルに活動中。
今回はワールドスタンダード他で活躍するギタリストの安宅浩司を迎えた4人で演奏する。

チケットMove
先 行 発 売

※チケットMove先行発売・一般発売初日は、電話予約及び
　チケットムーヴ.netのみ取扱い。
※1回のお申込みにつき、同一席種4枚まで。

12/19（土）
12/20（日）一 般 発 売

公演プログラム付き　お一人様1部ずつプログラムが付きます。当日会場にてお渡しいたします。

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（金）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.331

12.15
2020

 （10：00～19：00）

【12/28（月）～2021.1/3（日）、25（月）は休業します】
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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、11/30（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。

1 月の公演　 休館日…1/1（金・祝）～3（日）、25（月）

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11/30（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。
掲載情報の中には「Go Toイベント」対象予定の公演がございます。
詳細については、ホームページ等でご確認ください。
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。

1 月の公演 休館日…1/1（金・祝）～3（日）、25（月）

7
（木）
　◯大

純烈コンサート2021 覚えてください！ 純烈です!! 
~スーパー銭湯アイドルと呼ばれてます~
14：00／18：00　
全席指定7,000円
※ 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

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。　㉄ 劇団飛行船　☎ 03-4500-6810 

20
（水）
　◯大

前川清&川中美幸 二人爆笑コンサート2020　
14：00／18：00　SS席7,000円　※ 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

23
（土）
　◯大

HIROMI GO CONCERT TOUR 2020–2021 “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

2/6
（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

〔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
㉄ 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
全席指定8,800円
※ 5/27（水）の公演チケットは、振替公演にて 

有効となります。
※お一人様4枚まで。
※車椅子席は主催者に要問合せ。
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ チケットポート　☎ 03-6327-3710 小学生から

5/27（水）
振替公演

12/19（土）発売
（再発売）

2/21
（日）
　◯多

GREEN & MAPLE SOUND CONNECTION Vol.12　 
栗コーダーカルテット
15：00
全席指定4,000円（当日4,500円）
高校生以下2,000円（当日2,500円）

〔出演〕栗コーダーカルテット＋安宅浩司
※1面もあわせてご覧ください。

㉄ ムーヴィン　☎ 042-751-5011 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

休館日…1/1（金・祝）～3日（日）、19（火）

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
※整理券については、お問い合わせください。

㉄ 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）

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
※ 右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 小学生から

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　
※参加者の募集は締め切りました。

㉄ 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110

9
（土）
　◯多

音楽物語「ピーターと狼」「スタジオジブリ名曲集」 
～木管五重奏とお話による新春コンサート～
14：00　全席自由1,500円　学生1,000円　㉄ 前田　☎ 090-2203-4489  小学生から

11
（月・祝）
　◯大

令和3年 相模原市はたちのつどい（南区）
10：20／11：40／13：00／14：20　　
㉄ 相模原市こども・若者支援課　☎ 042-769-8289

入場無料
（対象者のみ）

16
（土）
　◯多

RaPPar’s Dandyism ウィンターコンサート
14：00　全席自由2,500円（当日2,900円）　学生2,000円（当日2,500円）　
㉄ラッパーズ　  rappars11kotobuki@gmail.com

17
（日）
　◯多

第55回小原聖子ギターアカデミー ステューデンツコンサート
13：00　　
㉄ 小原聖子ギターアカデミー　☎ 044-987-2746

入場無料

23
（土）
　◯多

丸山正昭フルート教室 東京響きの会 発表会
14：00　　
㉄ 丸山正昭　☎ 090-3340-4009

入場無料

27
（水）
　◯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”
13：50　参加費1,000円（要事前申込）　※1/8（金）から電話予約開始。
㉄ 歌声パラダイスの会 小西　☎ 090-8569-4697

3/14
（日）
　◯大

市川海老蔵 
古典への誘（いざな）い
14：00　
S席12,000円　A席11,000円　B席8,800円　
※公演プログラム付き。
※ チケットMove先行発売・一般発売初日は、 

電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。
※1回のお申込みにつき、同一席種4枚まで。

〔出演〕 市川海老蔵　市川男女蔵　中村児太郎　大谷廣松 
市川九團次　片岡市蔵　市川右團次　

〔協力〕松竹株式会社　
※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

12/19（土）チケットMove先行発売
12/20（日）一般発売

4
（月）
　

平向由香バレエスタジオ 第13回発表会
18：00　　
㉄ 平向由香バレエスタジオ　☎ 046-242-7161

入場無料
（要整理券）

24
（日）
　

相模原シティオペラ・レクチャーコンサート「世界音楽巡り」
15：00　全席自由1,500円　
㉄ 相模原シティオペラ 久保田　☎ 090-8019-1708

2/4
（木）
　

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 0才から

入場無料
（要整理券）

観覧者募集
1/14（木）必着

©Yoshinori Kurosawa

©藤本史昭
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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

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）。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 小学生から

5/9（土）
振替公演

1 月の公演 休館日…1/1（金・祝）～3（日）、18（月） 1 月の公演 休館日…1/1（金・祝）～3（日）、25（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。
※12/29（火）~2021.1/3（日）は休館になります。

1月

12/28(月）～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。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

1/15（金）～1/17（日） 神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター写真展 
※会期中11：00から、17：00まで。 
㉄川村　☎045-325-0410

1/15（金）～1/17（日） 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

1/15（金）～1/17（日） 第21回 迎春小品盆栽展 
※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

1/21（木）～1/25（月） 第25回 フォト四季写真展 
※会期中17：00まで。　※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄山口　☎042-746-1716

1/21(木)～1/25(月) ニッコールクラブ相模原支部 第24回 写真展 
※初日12：00から、最終日15：00まで。 
㉄入江　☎042-705-6823

1 月の公演 休館日…1/1（金・祝）～3（日）、18（月）

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。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

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。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

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。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

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。
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

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）

㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 小学生から

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）
※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
12/18（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

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 小学生から

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。　※市民会館窓口及びWebのみ取扱い。

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

11
（月・祝）
　◯ホ

令和3年 相模原市はたちのつどい（緑区）
10：20／11：40／13：00／14：20／15：40
㉄ 相模原市こども・若者支援課　☎ 042-769-8289

入場無料
（対象者のみ）

15
（金）
　◯ホ

呼び覚ませ~72万人のシビックプライド 
さがみはらファン倍増大作戦！
18:30　㉄ 相模原市観光・シティプロモーション課　☎ 042-707-7045

入場無料
（要事前申込）

17
（日）
　◯多

詩吟朗詠錦城会 初吟会
13：00　　
㉄ 八重樫 洋子　☎ 080-4795-3143

入場無料

24
（日）
　◯ホ

バレエ・アン・ドゥ・トロワ 第4回発表会
17：00
㉄ バレエ・アン・ドゥ・トロワ　☎ 090-7707-6077

入場無料
（要事前申込）

23
（土）
　◯ホ

第20回 杜のホールはしもと 
アンサンブルコンサート
10：45
※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

27
（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

28
（木）
　◯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”
13：50　参加費1,000円（要事前申込）　※1/8（金）から電話予約開始。
㉄ 歌声パラダイスの会 小西　☎ 090-8569-4697

30
（土）
　◯ホ

ニュートリノ デビューコンサート（neutrino♪オカリーナ
波多野杜邦、チェンバロ石井康子、チェロ今川愛子）　
14：00　全席自由1,500円（当日1,995円）　㉄ イカロス工房（波多野）　☎ 080-6800-1716

31
（日）
　◯ホ

NPO法人メリーオーケストラ 第38回 定期演奏会
14：00　　
㉄ NPO法人メリーオーケストラ事務局　☎ 042-771-5649

入場無料

11
（月・祝）
　

令和3年 相模原市はたちのつどい（中央区）
10：20／11：40／13：00／14：20／15：40　　
㉄ 相模原市こども・若者支援課　☎ 042-769-8289

入場無料
（対象者のみ）

20
（水）
　

Go To文化芸術支援コンサート
17：00　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ 相模原市文化協会事務局 曽根　☎ 090-3102-5755

入場無料
（要事前申込）



広告

MINAMOTO JAMSMINAMOTO JAMS 大塚恵美大塚恵美

THE SAVAGETHE SAVAGE 虎徹虎徹 あさきゆめみしあさきゆめみし

市民団体等が実施する感染防止対策を講じた演奏会や展覧会、
動画制作などの文化芸術発表活動の経費の一部を助成します。
補助金額

対象事業

申請資格

申請方法

お問合せ

募集令和3年度 相模原市
文化芸術発表・交流活動支援事業
申請受付のお知らせ

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

3/14（日）14：00　大ホール
S席12,000円　A席11,000円　B席8,800円
※公演プログラム付き。
※チケットMove先行発売・一般発売初日は、
　電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。
※1回のお申込みにつき、同一席種4枚まで。
〔出演〕市川海老蔵　市川男女蔵　中村児太郎　大谷廣松
 市川九團次　片岡市蔵　市川右團次
〔協力〕松竹株式会社　

12/19（土）チケットMove先行発売
12/20（日）一般発売

開催決定！！今年も軍楽隊が南市民ホールにやってくる！
エネルギッシュで華やかな演奏をお楽しみください。

助けてくれたおじいさんのために、
小さなたぬきが恩返し。
心温まる交流を描いた、日本昔話の名作を、
楽しい歌とお芝居、色鮮やかな影絵で
お届けします♪

日 　 時
会 　 場
出 　 演
入 場 料
入場整理券申込方法

2/4（木）14：00（15：00終演予定）
相模原南市民ホール
在日米陸軍軍楽隊
無料（全席指定・要入場整理券）

日 　 時
会 　 場
入 場 料

整理券配布

出 　 演
演 目

お問合せ

1/5（火）①13：00（12：30開場）／②15：30（15：00開場）
おださがプラザ 多目的ルーム
無料（全席自由・要整理券）
※3歳以上入場可。
12/16（水）10：00より
おださがプラザ、相模女子大学グリーンホール、
　相模原南市民ホールにて配布します。
※12/28（月）～ 1/3（日）は休館日となります。
※お一人様2枚まで。
※予定枚数に達し次第、配布終了となります。
※公演当日、新型コロナウイルス感染予防
　およ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。
劇団かかし座
影絵劇「ぶんぶくちゃがま」
※上演前、手影絵ショー・影絵遊びあり。
おださがプラザ　☎042-741-7497

締 　 切
お申込み

お問合せ

1/14（木）必着
〒252-0303　相模原市南区相模大野5-31-1
相模原南市民ホール「在日米陸軍軍楽隊コンサート」 係
相模原南市民ホール　☎042-749-2110（9：00～17：00）

【往復はがき記入例】

郵便往復はがき（私製を除く）の「往信用裏面」に
①郵便番号②住所③名前④電話番号⑤希望入場者数（2人まで）を
「返信用表面」に郵便番号・住所・名前をご明記のうえ、
下記までお申し込みください。

相模原南市民ホール
在日米陸軍軍楽隊コンサート

観覧者
募集

【かかし座むかし話シリーズ】

整理券
配布

※ご応募はお一人様1通に限らせていただきます。
※応募多数の場合は抽選します。
抽選結果のお知らせは、当選の方には入場整理券（全席座席指定）を、
落選の方には落選通知を1/21（木）頃に発送する予定です。

※小さなお子様でもお一人様１枚の入場整理券が必要となります。
※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。
紙・シールなどの貼り付け、修正液の使用はご遠慮ください。

※応募はがきの不着などの郵便事故については責任を負いかねます。

※新型コロナウイルスの感染症予防のため、
申込方法を以下のとおり変更させていただきます。

※米軍公務が優先されるため、公演の中止となる可能性がございます。
※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。

63 〒252-0303

相模原市南区相模大野
5-31-1
相模原南市民ホール
「在日米陸軍軍楽隊コンサート」係

往信おもて 往信うら

白紙
※何も書かないでください

63 〒000-0000

住所
○○○○○○○○
名前
○○○○様

①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望者数
（1名又は2名）

返信おもて

日 時 1/23（土）10：45
会 　 場  杜のホールはしもと・ホール
入 場 料  無料（全席自由）

プログラム

《第1部》11：00
●ラ・オカリーナY（オカリナ合奏）
●BLAKO（管打楽器6重奏）
●Fourn!（ホルン4重奏）
●竹の会（尺八、三絃）
●市立清新中学校吹奏楽部（管打楽器アンサンブル）

《第２部》13：00
●ソニアドーレス（コンフント（フォルクローレ））
●あいはらカマーアンサンブル（管打楽器アンサンブル）
●森の風人（フォルクローレ）
●Gustブラス（金管５重奏）
●座間市立西中学校吹奏楽部（管打楽器アンサンブル）

《第３部》14：30
●アンサンブル オルテンシア（木管４重奏）
●相模ホルンズ（ホルンアンサンブル）
●上鶴間オカリーナ（オカリナアンサンブル）
●あんさんぶる トゥインクル（バイオリン合奏）
●ラークトロンボーンカルテット（トロンボーン４重奏）
※プログラム順および時間は前後する可能性があります。

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

第20回 杜のホールはしもと
アンサンブルコンサート

入場
無料

相模原市内及び近隣で活動する出演者が中心となって企画・運営を
行う杜のホールはしもとアンサンブルコンサートも今年で20回目を
迎えます。身近な楽器から普段あまり聴く機会のない楽器まで、様々
な演奏を楽しめるコンサートです。ぜひお気軽にお越しください。

相模原市にゆかり（在住又は出身）のある
プロの若手アーティスト達を、文化協会が支援するコンサートです。

下記の合計額の2分の1以内(上限10万円)
〇感染防止対策経費【新】　〇会場・附帯設備使用料
〇外部の出演者等への謝礼　〇動画制作委託料【新】
〇周知経費(チラシ等)【新】
※事業実施日に必要な経費のみが対象です。
令和3年度に開催するイベント又は制作する動画
※詳細は、チラシか市ホームページをご覧ください。
構成員が15歳以上の5人以上で、市内在住か在勤・在学の人が過半
数以上であること。
※構成員が18歳未満のみの場合は、保護者または指導者等を
　申請者としてください。
指定の申請書に必要事項をご明記の上、2021.1/29（金）までに相
模原市役所文化振興課の窓口へご郵送又はご持参ください。申請
書は、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、アートラボはしもと、相模原市民ギャラリー、市内各公民館で
配布のほか、市ホームページでもダウンロードできます。
相模原市文化振興課　☎042-769-8202

日　　時
会　　場
出　　演

定　　員
募集期間
応募方法

お申込み

お問合せ

観覧者
募集

相模原市文化協会
Go To文化芸術支援コンサート

1/20（水）17：00～20：00（16：30開場）
相模原市民会館・ホール
MINAMOTO JAMS（レゲエ）、大塚恵美（ピアニスト）、
THE SAVAGE（ダンス&ヴォーカルユニット）、
虎徹（トロンボーンカルテット）、あさきゆめみし（邦楽）
100名（先着順）
12/15（火）～12/30（水）（消印有効）
郵便往復はがきの「往信用裏面」に
「名前（ふりがな）」、「住所」、「電話番号」をご明記の上、
下記までご応募ください（はがきは来場希望者1人につき1枚）。
〒252-0202
相模原市中央区淵野辺本町2-1-3 相模原市文化協会事務局
相模原市文化協会事務局 曽根　☎090-3102-5755

返信うら

存在理由～Raison d'être～
さだまさしコンサートツアー2020

○問 チケットポート　☎03-6327-3710

2/14（日）18：00
大ホール
全席指定8,800円
※お一人様4枚まで。
※車椅子席は主催者に要問合せ。

https://hall-net.or.jp/business/issue/

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。

相模原市南区誕生10周年記念事業

クリスマスツリークリスマスツリー
小田急相模大野ステーションスクエア小田急相模大野ステーションスクエア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）

利用時間 12：00～18：00
 ※ただし、12/15（火）は15：00から利用開始、12/18(金)は15:00まで利用可能。

新型コロナウイルス感染症対策について
　ピアノ演奏は3密対策を徹底した上で行います。
　詳細は相模原市南区ホームページをご覧ください。

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）

～あなたの音色でまちと人にエールを！～

知恵や勇気、教訓、そして忘れてはならない、人とのふれあい。          
昔話は大切なメッセージを詰め込んだ、昔の人からの贈り物です。
楽しい歌とお芝居、色鮮やかな影絵で、感覚に直接語りかけます。
手影絵パフォーマンス＆体験ワークショップでは心と身体をフル活用！
豊かな想像力と、自分で考え生きる力をはぐくみます。

　南区誕生10周年を記念し、小田急相模大野ステーション
スクエアのクリスマスツリーとのコラボレーションで緑区藤野中
学校で以前使われていたグランドピアノを設置します。
　皆さんには、演奏するピアノの美しい音色が、新型コロナウイ
ルス感染症と闘っている医療従事者をはじめとした様々な人々
を癒し、感染終息への祈りとして届くように、願いを込めて演奏し
ていただきたいと思います。ぜひお楽しみください。

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。

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

お知らせ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

5/27（水）振替公演

新春スペシャル劇場！影絵劇
だったら さがみはらであそぼう

茶釜の正体は、

たぬきだった！？

市川海老蔵
古典への誘い

いざな

今年も多くの皆さまのご協力により、「情報紙Move」を発行することができましたことを、心より感謝申し上げます。
グリーンホール30周年で幕を開けた2020年、試行錯誤しながら文化情報をお届けしてまいりました。
公演の中止や延期が相次ぎ、普段とは異なる紙面構成が続くなか、これまで以上に
「公演やホールのことを知っていただくにはどうしたら良いだろう」と考えさせられる日々でした。

来年も引き続きお手にとっていただけますと嬉しく思います。

編集後記

文化財団ニュース「Move」編集担当

お問合せ　公益財団法人相模原市民文化財団 総務課  ☎042-749-2207

文化財団ニュース『Move』では掲載広告（有料）を募集しています。
公演情報だけでなく、スペースを使って様々な内容を宣伝いた
だけます。

2色面：1枠 2万円
※詳しくは、下記までお問い合わせください。

カラー面：1枠 3万円

情報紙Moveに
広告を掲載してみませんか？

小学生から託児あり

0才から

小学生から

次号は1月15日（金）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）


