
フジコ・ヘミング

予選会

本選会

※お一人様1公演につき4枚まで。

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

小学生から

20回目を迎える本選手権は、
いよいよ今月から予選会スタート！
二ツ目落語家20名が
優勝の座を目指して挑みます。
あなたの一票で優勝者が
決まる瞬間をお見逃しなく！

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

立川談吉 林家つる子 雷門音助 桃月庵こはく 笑福亭茶光

※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

第　　 回

さがみはら若手落語家選手権　

前売限定！お得なセット券
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。

好評
発売中

ウィーン・アーロンカルテット
魂のピアニストとアルバン・ベルクカルテットが認めた

ウィーンを代表する弦楽四重奏団の共演！

〔曲目〕ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第9番 ハ長調 Op.59-3「ラズモフスキー第3番」
 シューベルト：ピアノ五重奏曲 イ長調 D.667「ます」
 リスト：ラ・カンパネラ

※曲目等は変更になる場合があります。
※チケットMove先行発売初日は、電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。
S席10,000円  A席8,000円  B席6,000円

5/22（土）14：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール

小学生から
チケットMove
先 行 発 売 1/24（日）

1/31（日）一 般 発 売

相模女子大学グリーンホール・大ホール
入場無料・全席自由（入場番号付き整理券）

〔出演〕管弦楽／相模原室内合奏団　指揮／阿部未来　語り／古今亭志ん吉
〔演目〕セルゲイ・プロコフィエフ：交響的物語「ピーターとおおかみ」作品67
※本公演は記録映像を撮影し、後日配信予定です。詳細は4面をご覧ください。

3才から

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2 月15日（月）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.332

1.15
2021

 （10：00～19：00）

【1/25（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、12/23（水）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。

2 月の公演　 休館日…2/15（月）

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12/23（水）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。

2 月の公演 休館日…なし

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

※右記事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

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。

㉄ チケットポート　☎ 03-6327-3710 小学生から

残席僅少 5/27（水）
振替公演

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…2/9（火）

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。当日会場にてお渡しいたします。
※1回の申込みにつき、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

㉄ 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

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
※観覧者の募集は締め切りました。

㉄ 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110 0才から

入場無料
（要整理券）

14
（日）
　◯多

相模原市民吹奏楽団 第36回アンサンブルコンサート
14：00　　
㉄ 相模原市民吹奏楽団事務局　☎ 090-2159-4963

入場無料

20
（土）
　◯大

町田･相模原イーストメリーウインドオーケストラ 
第16回定期演奏会　　　
17：30　㉄ 広報係　☎ 050-5437-4013

入場無料

20
（土）
　◯多

スイート･チョコ コンサート
13：30　全席自由1,950円　
㉄ スイート･チョコ 安達　☎ 042-750-1004 

23
（火・祝）
　◯大

だったら さがみはらであそぼう 
こどもクラシック ピーターとおおかみ
14：00　※お一人様4枚まで。

〔出演〕 管弦楽／相模原室内合奏団　 
指揮／阿部未来　語り／古今亭志ん吉

※1、4面もあわせてご覧ください。
㉄ （公財）相模原市民文化財団　☎ 042-749-2207 3才から

入場無料
（要整理券）

28
（日）
　◯多

ギター教室 you & me ミュージックフェスティバル Epic Time
13：00／16：00／18：30
㉄ ギター教室 you & me　☎ 042-707-9468

入場無料
（要整理券）

21
（日）
　◯大

オーケストラ･リュミエール 第42回定期演奏会
14：00　全席自由800円　※60歳以上、18歳以下、身体障がい者手帳をお持ちの方は無料（要証明書）。
㉄ オーケストラ･リュミエール　☎ 080-4830-7371

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

㉄ ムーヴィン　☎ 042-751-5011 小学生から

3/15
（月）
　◯多

第144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）　

〔出演〕三遊亭楽生、古今亭文菊、瀧川鯉丸、翁家勝丸
※ 学生・シルバー（65歳以上）はチケットMoveのみ 

取扱い。
※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

1/18（月）発売

4/3
（土）
　◯大

稲垣潤一 コンサート2021
18：00　全席指定6,800円　※4面もあわせてご覧ください。　
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 小学生から

1/29（金）発売

5/22
（土）
　◯大

フジコ・ヘミング& 
ウィーン・アーロンカルテット
14：00　S席10,000円　A席8,000円　B席6,000円　
※ チケットMove先行 

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、4面もあわせて 
ご覧ください。

㉄ コンサート・ドアーズ　☎ 03-3544-4577（平日10：00～18：00） 小学生から

1/24（日）チケットMove先行発売
1/31（日）一般発売

28
（日）
　

酒井ピアノ教室発表会
12：00　　
㉄ 酒井　☎ 090-9846-4424

入場無料

©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

2 月の公演 休館日…2/15（月）

2 月の公演 休館日…なし

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。2月

2/10(水）～2/14（日） 丸子憲寿 写真展 VOL5 
※初日14：00から、最終日17：00まで。 
㉄丸子　☎042-783-4485

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。2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

2/4（木）～2/6（土） 相模原柴胡短歌会 第8回作品展 
※会期中17：00まで。　※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄佐藤　☎042-758-1745

2/19（金）～2/21（日） 第26回荘書会書展 
※最終日16：00まで。 
㉄門倉　☎042-810-0799

2 月の公演 休館日…なし

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

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

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

3/20
（土・祝）
　◯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（当日券なし）　
※12/6(日)の公演チケットは、振替公演にて有効となります。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ (一社)ビッグママ・プロジェクト　☎ 042-770-1859 0才から

12/6（日）
振替公演

2/1（月）発売
（再発売）

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 
ショパン ： スケルツォ 第1番　他

※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 小学生から

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

2
（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.春への誘い（いざない) 特集2.ご当地ソング-北海道
14：00　参加費1,000円（要事前申込）　㉄ 饗場（あいば）　☎ 080-4733-3120

5
（金）
　◯多

林 祥太郎ギターリサイタル
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。
㉄ 相模原ギター協会　☎ 090-3247-7688 

1/15（金）発売

7
（日）
　◯多

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

入場無料

6
（土）
　◯ホ

ホルンと室内楽の愉しみ
19：00　全席自由2,000円
㉄ 田中大地　☎ 090-5990-5912

13
（土）
　◯多

みんなで歌おうイン相模原
14：00　参加費1,000円（申込不要)　
㉄ 童謡・唱歌を歌う会レモン　☎ 042-742-7302

11
（木・祝）
　◯ホ

「劇団空飛ぶひつじ」創立25周年記念公演 面白くて為になる 
「アラウンド DEATH」CHAPTER1

15：00　全席自由2,900円　㉄ 「劇団空飛ぶひつじ」カワサキ　☎ 090-1847-7613

24
（水）
　◯ホ

YAEI BRASS FACTORY SPECIAL CONCERT
19:00　全席自由2,000円　高校生以下1,000円
㉄ 田中大地　☎ 090-5990-5912

28
（日）
　◯ホ

エバーグリーン弦楽オーケストラ 第2回演奏会
14：00　全席自由1,000円
㉄ ESO事務局　☎080-5441-0194

25
（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

3/13
（土）
　◯ホ

第17回サーラまつり 
第2部 サーラコンサート みんな輝く！ 
～銀河の歌姫 倉原佳子＆のりんご☆の仲間たち Part2～
14：00　全席自由1,000円　
※小学生以下無料。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ サーラ事務局　☎ 080-3543-1775 

1/16（土）発売

3/13
（土）
　◯多

第17回サーラまつり  
第2部 活動展示とバザー
11：00
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ サーラ事務局　☎ 080-3543-1775

入場無料

3/13
（土）

・
3/14

（日）
　

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.6
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
2/15（月）必着

3/22
（月）
　

もみじホール城山
在日米陸軍軍楽隊コンサート
14：00
※小さなお子様も整理券が必要です。
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 0才から

入場無料
（要整理券）

観覧者募集
2/15（月）必着

10
（水）
　

ランチタイムコンサートVol19「女声アンサンブルによる昭和歌謡の世界～懐かしの名曲を愉しむひと時～」
12：00　全席自由500円　〔出演〕女声アンサンブル ぴぃなっつ・ばたぁ　
※下記事もあわせてご覧ください。　㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から

13
（土）
　

天馬太鼓30周年記念コンサート「繋～TUNAGU」
14：00
㉄ 天馬太鼓 阿部　☎ 090-1735-6734

入場無料

25
（木）
　

第51回相模原市民踊のつどい
10：00
㉄ 相模原市レクリエーション協会　☎ 042-761-6078

入場無料



広告

3/13 ,日時
sat
土 3/14 sun

日

を弾いてみよう！ Vol.6Vol.6

33

フジコ・ヘミング&
ウィーン・アーロンカルテット

○問 コンサート・ドアーズ　☎03-3544-4577（平日10：00～18：00）

5/22（土）14：00
大ホール
S席10,000円
A席8,000円
B席6,000円
※チケットMove先行発売初日は、電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。

1/24（日）チケットMove先行発売
1/31（日）一般発売

アコーディオン♪アコーディオン
お楽しみMusic BOX2

○問 （一社)ビッグママ・プロジェクト　☎042-770-1859

3/20（土・祝）14：00
ホール
全席指定1,000円（当日券なし）
※12/6(日)の公演チケットは、振替公演にて有効となります。
〔出演〕るあん（アコーディオン/千葉 薫、セッキー・マクラスキー他）
〔ゲスト〕Die Makrele（アコーディオン／阿部一真　サックス／我妻 靖）
〔曲目〕おおシャンゼリゼ、パリミュゼット、
 ピアソラ「ESCUALO」　他

財団が管理する施設のフリースタッフ（非常勤職員）を募集します。
詳細はホームページをご覧ください。
採用予定日
雇用期間
勤務地及び
主な勤務時間
職務内容
応募要件
時 給

申込方法

締 切
そ の 他

お申込み
・

お問合せ

4/1（木）
4/1（木）～2022.3/31（木）
もみじホール城山 17：30～22：00
※施設利用状況により終了時間が変更する場合があります。
施設の窓口、利用者対応等
ワード・エクセルが使えること。
1,059円

市販の履歴書に必要事項を記入の上、下記まで郵送。
申込締切後、面接日程についてご案内いたします。
申込者多数の場合は、書類選考を行います。
3/1（月）必着
雇止め規定あり（70歳）
採用後、最大4回まで契約更新が可能。更新時の契約期間は1年です
（勤務成績等が特に良好な場合は、その後も継続勤務の可能性あり）。
もみじホール城山
〒252-0105　相模原市緑区久保沢2-26-2
☎042-783-5295

主 催
お問合せ

相模原市
（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

日 　 時
会 　 場
入 場 料

お問合せ

3/13（土）14：00
杜のホールはしもと・ホール
全席自由1,000円
※小学生以下無料。

日 　 時
会 　 場
入 場 料

3/13（土）11：00
杜のホールはしもと・多目的室
無料

施設フリースタッフ（非常勤職員）
募集のお知らせ

募集

第17回サーラまつり 第2部 告知

参加者
募集

市民のみなさまと共に交流し、男女共同参画社会の実現を進めるこ
とを目的として毎年「サーラまつり」を開催しています。今年も第2部
は「杜のホールはしもと」を会場に開催します！

2020年度 街かどコンサート開催中止の決定について お知らせ
昨年から中止となっておりました「街かどコンサート」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
年度内（3月末まで）の中止が決定しました。
今後の予定については、詳細が決まり次第、相模原市ホームページ及び財団ホームページ、情報紙Moveにてお知らせいたします。
公演を楽しみにお待ちいただいたお客様には心より深くお詫び申し上げます。

サーラコンサート みんな輝く！
～銀河の歌姫 倉原佳子&のりんご☆の仲間たち Part2～

1/16日（土）発売

活動展示とバザー

サーラ事務局　☎080-3543-1775

※第1部は2/11（木・祝）ソレイユさがみにて開催されます。

稲垣潤一 コンサート2021
4/3（土）18：00
大ホール
全席指定6,800円

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

第144回グリーンホール八起寄席
3/15（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〕三遊亭楽生、古今亭文菊、瀧川鯉丸、翁家勝丸

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

林 祥太郎ギターリサイタル

○問 相模原ギター協会　☎090-3247-7688

2/5（金）14：00
多目的室
全席自由1,500円（当日1,800円）
〔出演〕ギター／林 祥太郎
〔曲目〕大聖堂
 アルハンブラの想い出

第17回サーラまつり 
第2部 サーラコンサート みんな輝く！　
～銀河の歌姫 倉原佳子＆のりんご☆の仲間たち Part2 ～
3/13（土）14：00
ホール
全席自由1,000円
※小学生以下無料。

○問 サーラ事務局　☎080-3543-1775

お申込み・お問合せ

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、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と希望日、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、杜のホールはしもと、
相模女子大学グリーンホール、相模原南市民ホール、
おださがプラザ窓口で配布のほか、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

1/15(金)～2/15(月)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）

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

☎042-783 -5295　FAX 042-783 -5296

お待たせしました !! 今年もあのダイナミックな演奏が城山にやってくる !!
エネルギー溢れる演奏を、どうぞお楽しみください。
日 　 時
会 　 場
出 　 演
入 場 料

入場整理券申込方法

3/22（月）14：00
もみじホール城山・多目的ホール
在日米陸軍軍楽隊
無料（全席指定・要入場整理券）

締 　 切
お申込み

お問合せ

2/15（月）必着
〒252-0105　神奈川県相模原市緑区久保沢2-26-2
もみじホール城山「在日米陸軍軍楽隊コンサート」 係
もみじホール城山　☎042-783-5295（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。

もみじホール城山
在日米陸軍軍楽隊コンサート

※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2/24（水）頃に発送する予定です。

※小さなお子様も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、公演が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 〒252-0105

相模原市緑区久保沢2-26-2
もみじホール城山
「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）

返信おもて返信うら

観覧者
募集

基本的な勤務時間等 シフト制（土・日・祝日の勤務あり）、週4日以内。

整理券
配布

こどもたちが自然にオーケストラに親しめるよう、ロシアの作曲家
プロコフィエフが作った「ピーターとおおかみ」。小鳥や猫などの登
場人物を異なる楽器で表現し、語り手によるナレーションで物語の
世界に引き込みます。
相模原ゆかりの演奏家や落語家による「さがみはら」ならではの
楽しい作品になりました。

※両日ともに下記時間帯でお申し込みください。

12/6（日）振替公演

日 時
会 場
入 場 料

整理券配布

出 演

演 目
共 催

お問合せ

2/23（火・祝）14：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール
無料（全席自由・入場番号付き整理券）

1/16（土）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4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。
※小さなお子様もお一人様1枚必要です。

管弦楽／相模原室内合奏団
指揮／阿部未来
語り／古今亭志ん吉
セルゲイ・プロコフィエフ：交響的物語「ピーターとおおかみ」
相模原音楽家連盟
（相模原音楽家連盟創立30周年記念）
（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

～登場人物とその楽器～
小鳥（フルート）　アヒル（オーボエ）　猫（クラリネット）
おじいさん（ファゴット）　おおかみ（ホルン）　ピーター（弦楽器）　他

【申込条件】
本公演は記録映像を撮影し、後日配信予定です。
撮影の際、客席の一部が映り込む可能性があります。
お顔の映り込みに関してご同意いただける方のみご鑑賞いただけます。

小学生から

小学生から

小学生から

0才から

3才から

0才から

次号は2月15日（月）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


