
毎年恒例の人気企画「0さいから」シリーズ、
今年はおもちゃの楽団がやってくる！

のこぎりやおもちゃに、ガラクタも楽器に！？

多少の泣き声は、おたがいさま。
お座敷スタイルの客席で、
小さなお子様はもちろん、
家族みんなで安心して楽しめます。

〔出演〕ヒネモス

6/12（土）
10：30 / 14：00
杜のホールはしもと・多目的室
全席自由
おとな 2,500円
こども 1,000円
おやこセット 3,000円
（おとな1名+こども1名）
※こどもは小学生以下。 
※おやこセットはチケットMoveのみ取扱い。 
※小さなお子様もお一人様1枚のチケットが必要です
　（膝上鑑賞時も要チケット）。

©金丸雅代

©宝塚歌劇団
※この写真は公演のものとは異なります。

0さいからのライブ

相模女子大学グリーンホール・大ホール　S席8,300円　A席5,500円
※3歳以上要チケット。
※チケットMove先行発売期間及び一般発売初日は電話予約、チケットムーヴ.netのみ（窓口販売無し）。
※チケットMoveの先行発売は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種4枚まで。
※チケットの引き換えは、一般発売の4/24（土）から受付開始。
※一般発売初日は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種2枚まで。

宝塚歌劇　雪組全国ツアー 相模原公演

彩風咲奈、朝月希和　他出演

0才から

おもちゃの楽団
3/21(日)
発売

4/17（土）チケットMove先行発売
4/24（土）一般発売 ※13：00から 作・演出／岡田敬二

1990年に剣幸、こだま愛を中心とした月組で初演、2011年には星組中日劇場公演、花組
全国ツアー公演で再演されいずれも好評を博した、岡田敬二によるロマンチック・レビュー
の代表作の一つ。古今東西の愛の逸話で構成された、大人の香り漂う名作レビューの10
年振りの再演において、新トップコンビの彩風咲奈と朝月希和を中心とした雪組メンバー
が妖しくも美しい世界を繰り広げます。
一部アレンジを加えさらにバージョンアップした形でお届けする『ル・ポァゾン 愛の媚薬 －
Again－』を、ぜひお楽しみください！

ロマンチック・レビュー

愛の媚薬−Again −

ミュージカル・ロマン

ヴェネチアの紋章ヴェネチアの紋章
『ヴェネチアの紋章』は、塩野七生氏の小説をもとに柴田侑宏の脚本・演出で、1991年に
花組トップコンビ大浦みずき、ひびき美都のサヨナラ公演として上演され絶賛を博した作
品。初演からちょうど30年の時を経た2021年、謝珠栄氏による新たな演出で復活いたし
ます。
ヴェネチアとコンスタンチノープルを舞台にして壮大に繰り広げられる愛と野望のロマン大
作の再演にご期待ください！

原作／塩野七生『小説イタリア・ルネサンス1 ヴェネツィア』（新潮文庫刊）
脚本／柴田侑宏　演出／謝 珠栄

※公演日は変更になる可能性があります。
決まり次第、ホームページ及び
情報誌Move4/15号にてお知らせいたします。

6/3（木）

6/1（火）
6/2（水）

公演予定日

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4 月15日（木）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 （10：00～18：00）

【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.334

3.15
2021

 （10：00～18：00）
※電話予約（チケットMove）及びチケットMove窓口の営業時間は変更になる可能性があります。



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、3/1（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。

4 月の公演　 休館日…4/19（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

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3/1（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。

4 月の公演 休館日…なし

4 月の公演 休館日…4/12（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…4/20（火）

3
（土）
　◯大

稲垣潤一 コンサート2021
18：00　全席指定6,800円
㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 小学生から

17
（土）
　◯大

「ドラゴンクエスト」ウインドオーケストラコンサート
14：00　S席5,000円　A席4,000円　※お一人様4枚まで。
㉄ キョードー東京　☎ 0570-550-799 小学生から

2
（金）
　◯大

ミュージカル「BARNUM」
14：00　S席10,500円　A席7,000円
㉄ チケットスペース　☎ 03-3234-9999 小学生から

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
※ 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

16
（金）
　◯大

劇団四季 The Bridge～歌の架け橋～
13：00　
S席9,900円　A席6,600円　B席3,300円　
※3歳以上要チケット（膝上鑑賞不可）。
※ 劇団四季「SHIKI ON-LINE TICKET」でもチケットの取扱いがあります。
※ 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。

㉄ 劇団四季 全国営業部　☎ 0570-008-110 3才から

5/23
（日）
　◯大

創立40周年ツアー 第一弾 
鼓童ワン・アース・ツアー2021～鼓
16：00　
全席指定5,500円

〔演出〕船橋裕一郎
〔出演〕太鼓芸能集団 鼓童
〔協賛〕東京建物株式会社
※3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

17
（土）
　◯ホ

福島章恭シリーズ2 珠玉のモーツァルト&ベートーヴェン
13：30　全席指定4,500円
㉄ かもっくす音楽舎　☎ 042-799-0182 小学生から

6/26
（土）
　◯ホ

秋川雅史 千の風になってコンサート
聴いてよく分かるクラシック3
13：30　
全席指定5,700円　小中学生1,000円　
※小中学生はRo-Onチケットのみ取扱い。

〔出演〕 秋川雅史　 
ピアノ（伴奏）／小島さやか

㉄ Ro-Onチケット　☎ 047-365-9960 小学生から

4
（日）
　◯大

第20回 ヒロコバレエスタジオ発表会
17：00　　
㉄ ヒロコバレエスタジオ　☎ 042-741-7818

入場無料
（要整理券）

26
（月）
　◯大

舟木一夫コンサート2021
14：00　全席指定8,000円
㉄ アイエス　☎ 03-3355-3553 小学生から

27
（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」
13：50　参加費 1,000円（要事前申込）　※4/8（木）から電話予約開始。
㉄ 歌声パラダイスの会 小西　☎ 090-8569-4697

5/17
（月）
　◯多

第145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〕 三遊亭歌奴、立川談修、 

三遊亭萬丸、宝井一凛
※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

3/15（月）発売

6/1
（火）
～
6/3

（木）
　◯大

宝塚歌劇 雪組全国ツアー相模原公演 
ミュージカル・ロマン 

『ヴェネチアの紋章』 
ロマンチック・レビュー 

『ル・ポァゾン 愛の媚薬 －Again－』
公演予定日
1（火）　2（水）　3（木）
※ 公演日は変更になる可能性があります。 

決まり次第、ホームページ及び情報紙 
Move4/15号にてお知らせいたします。

S席8,300円　A席5,500円　
〔出演〕彩風咲奈、朝月希和　他 
※3歳以上要チケット。 
※1、4面もあわせてご覧ください。

㉄ 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎ 0570-00-5100（月曜定休） 

4/17（土）チケットMove先行発売
4/24（土）一般発売 ※13：00から

29
（木・祝）
　

ピアノ発表会
14：00　　
㉄ 野口　☎ 042-741-3821

入場無料

6/16
（水）
　◯大

JUJU HALL TOUR 2021 ジュジュ苑 「俺のRequest」
18：30　全席指定8,900円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ キョードー東京　☎ 0570-550-799 小学生から

近日発売予定

9
（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）　㉄ うたごえがかり　☎ 080-5944-0425

10
（土）
　◯ホ

玉川グリーンハーモニー さくらコンサート 創立45周年記念
14：00　全席指定1,000円　
㉄ 玉川グリーンハーモニー 本石　☎ 090-4397-1847

11
（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

18
（日）
　◯多

春のコンサート5
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 

3/15（月）発売

24
（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

25
（日）
　◯多

ミケーレの会 ピアノコンサート
13：30　　
㉄ 原ピアノ音楽教室　☎ 090-9680-7455

入場無料

26
（月）
　◯ホ

シリーズ杜の響き vol.43  
藤田真央ピアノ・リサイタル
19：00　
全席指定3,800円 
学生2,500円 
※ 2020.7/11（土）の公演チケットは振替公演にて有効と 

なります。
※学生（25歳以下）は、チケットMoveのみ取扱い。

〔出演〕ピアノ／藤田真央
※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 託児あり 小学生から

2020
7/11（土）
振替公演

4/4（日）発売
（再発売）

残席僅少

28
（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）　※4/8（木）から電話予約開始。
㉄ 歌声パラダイスの会 吉田　☎ 090-2637-0388

29
（木・祝）
　◯ホ

バレエスクールアンレーヴ 第10回発表会
14：00　　
㉄ バレエスクールアンレーヴ　☎ 090-4249-3258

入場無料
（要整理券）

5/4
（火・祝）

～
5/5

（水・祝）
　◯ホ

星の王子さま～プロアスリートが伝える物語～
4（火・祝）19：00　5（水・祝）13:30／17:30　全席指定おとな5,800円（当日6,300円）　こども4,800円（当日5,300円）
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ プロアスリートユニットTORICOT　  info@encre.tokyo 0才から

4/2（金）発売

6/12
（土）
　◯多

0さいからのライブ おもちゃの楽団・ヒネモス
10：30／14：00　
全席自由おとな2,500円　こども1,000円　おやこセット3,000円 
※こどもは小学生以下。 
※ おやこセット（おとな1名＋こども1名）は 

チケットMoveのみ取扱い。
※ 小さなお子様もお一人様1枚のチケットが 

必要です（膝上鑑賞時も要チケット）。
〔出演〕ヒネモス
※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 0才から

3/21（日）発売

写真：岡本隆史

©Julia Wesely©Fuzjko Hemming

©宝塚歌劇団
※この写真は公演のものとは異なります。

©EIICHI IKEDA
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今後の公演　 4月の休館日…4/19（月）

今後の公演　 

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

もみじホール城山 ギャラリー情報 ◯開  9：00～19：00
会期や開廊時間を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。4月

4/1(木）～4/7（水） 第8回「里便り」写真展 
※初日13：00から、最終日16：00まで。 
㉄小俣　☎090-6924-7509

相模原市民ギャラリー
会期や開廊時間を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。4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

4/1（木）～4/3（土） 和紙ちぎり絵作品展～草間廣子さんを偲んで～ 
※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄根岸　☎042-712-6659

4/1（木）～4/12（月） 戸田みどり日本画展 「見捨てられた牛―明日へ」 
※会期中17：00まで。　 
※初日13：00から、最終日15：00まで。 
㉄戸田　☎046-258-3963

4/9（金）～4/13（火） 第7回 ローマン派美術協会神奈川支部 
※最終日16：00まで。 
㉄中村　☎042-778-2304

4/15（木）～4/19（月） 相模原市写真連盟展 
※初日13：00から、最終日16：00まで。 
㉄小方　☎042-743-0779

4/15（木）～4/20（火） 第24回 彩風会水彩画展 
※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄工藤　☎042-768-4658

4/22（木）～4/25（日） 鉄道写真展「未来へGO!!鉄道讃歌」 
※初日13：00から、最終日16：00まで。 
㉄金子　☎042-733-0361

4/22（木）～4/26（月） ボタニカルアート展示 
※初日13：00から、最終日16：00まで。 
㉄井澤　☎042-769-0390

4/22（木）～4/27（火） 第5回 花の絵画展（公募） 
※会期中17：00まで。　 
※初日14：00から、最終日15：00まで。 
㉄佐藤　☎042-773-6900

4/29（木・祝）～5/2（日）  「短長展」赤って何？青って何？ 
※初日15：00から、最終日15：00まで。 
㉄江口　☎080-5505-9230

4 月の公演 休館日…なし

相模原市民会館

☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

5/15
（土）
　

城山落語会 古今亭菊之丞独演会
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）。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 小学生から

6/5
（土）
　

社会風刺コント集団  
ザ・ニュースペーパーLIVE2021
14：00／17：30　
全席指定4,800円　

〔出演〕ザ・ニュースペーパー

㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710 小学生から

5/25
（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.1
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
4/20（火）必着

28
（水）
　

ランチタイムコンサートVol.20「オカリナ 春の名曲コンサート」
12：00　全席自由500円　〔出演〕オカリナ／柿内美緒　ピアノ／海野綾子　
※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

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



好評発売中
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第145回グリーンホール八起寄席
5/17（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〕三遊亭歌奴、立川談修、三遊亭萬丸、宝井一凛

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

6/16（水）18：30
大ホール
全席指定8,900円
※お一人様2枚まで。
※チケット発売日はアーティストの
　ホームページ等でご確認ください。

○問 キョードー東京　☎0570-550-799

春のコンサート5

○問 相模原ギター協会　☎090-3247-7688

4/18（日）14：00
多目的室
全席自由1,500円（当日1,800円）
〔出演〕フルート／浅尾真実　ファゴット／堀内成美
 ギター／林 祥太郎
〔曲名〕アーレン：虹の彼方に
 ケルティックウーマン：ユーレイズミーアップ
 荒川 洋：森を抜けて　他

2 0 2 0年7月より延期となっていた待望のリサイタルが、まもなく開催となります。
プログラムは＜オール・ベートーヴェン＞から変更になりましたが、チャイコフスキー
国際コンクールの第1次予選に演奏され、藤田真央が幸運を掴む第一歩となった
作曲家モーツァルトが取り上げられるなど、聴きどころ満載の一夜となりそうです。
チケットは再発売のため限定枚数の販売となりますので、お早目にお買い求めください！

※曲目等は都合により変更になる場合がございます。

モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第3番 変ロ長調 K . 281（189 f）
モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第2番 ヘ長調 K . 280（189e）
モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第15番 ヘ長調 K . 533+K .494
ブラームス：2つのラプソディ 作品79
R .シュトラウス：ピアノ・ソナタ ロ短調 作品5

0さいからのライブ
おもちゃの楽団・ヒネモス
6/12（土）10：30／14：00　多目的室
全席自由おとな2,500円
こども1,000円　おやこセット3,000円
※こどもは小学生以下。
※おやこセット（おとな1名+こども1名）はチケットMoveのみ取扱い。
※小さなお子様もお一人様1枚のチケットが必要です（膝上鑑賞時も要チケット）。
〔出演〕ヒネモス
○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

©EIICHI IKEDA©EIICHI IKEDA

シリーズ杜の響き vol.43 
藤田真央ピアノ・リサイタル
4/26（月）19：00
ホール
全席指定3,800円
学生2,500円
※2020.7/11（土）の公演チケットは振替公演にて有効となります。
※学生（25歳以下）は、チケットMoveのみ取扱い。
〔出演〕ピアノ／藤田真央

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

7/11（土）
2020

振替公演

星の王子さま
～プロアスリートが伝える物語～
5/4（火・祝）19：00
5/5（水・祝）13：30／17：30
ホール　全席指定おとな5,800円(当日6,300円)
  こども4,800円(当日5,300円)
※こどもは小学生以下。　※3歳以上要チケット。
※2歳以下の膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。
〔総合演出〕龍美
〔出演〕龍美、神崎れな、山城秀彬、原 夕貴枝、菊池正根、
 小西夏生、金子陽祐、渡辺翔史、松尾悠花

JUJU HALL TOUR 2021 
ジュジュ苑 「俺のRequest」

多くの聴衆に感動を与え圧倒的な人気を博す、「魂のピアニスト」
フジコ・ヘミング。その演奏をさらに重厚で独特な音色にするの
は、ウィーンを代表する弦楽四重奏団ウィーン・アーロンカルテット
です。2019年にメジャーデビュー 20周年を迎え、益々円熟味を増
し豊かに響くフジコ・ヘミングと、クラシックの聖地、ウィーンの弦
楽四重奏団の新たな境地は見逃せません。

5/22(土) 14：00開演（13：15開場）
相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定 S席10,000円 A席8,000円 B席6,000円
〔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

©Fuzjko Hemming

©Julia Wesely

プログラム
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藤田真央
4/26（月）19：00開演（18：30開場）
杜のホールはしもと・ホール
全席指定3,800円 学生2,500円

4/4
（日）
再発売

会員登録無料

チケットムーヴ.netを使えば、自宅や、外出先からでも、インターネットを通じて
簡単に公演のチケットをご予約いただけます。取り扱いは、　　このマークです！

お問合せ　チケットMove ☎042-742-9999

遠出を控えている今年の春休み・・・。
だったらもみじホール城山で楽しい映画をみよう！
笑いあり、せつなさあり、ダンスあり、いたずらあり、家族愛ありの
こどもから大人までみんなで楽しめる爽快はちゃめちゃストーリー！！

日 　 時

会 　 場

入 場 料
整 理 券

お問合せ

3/29（月）
午前の部 10：30
午後の部 14：00
※上映時間90分

もみじホール城山・多目的ホール

無料（要整理券）

3/19（金）9：30より
もみじホール城山、杜のホールはしもとで配布します
（杜のホールは若干数の配布となります）。
※お一人様2枚まで。
※小さなお子様もお一人様1枚のチケットが必要です。

もみじホール城山　☎042-783-5295

春休み特別企画
「怪盗グルーのミニオン大脱走」映画会

整理券
配布

©2016 Universal Studios. All Rights Reserved.©2016 Universal Studios. All Rights Reserved.
0才から

※2020.7/11（土）の公演チケットは振替公演にて有効となります。
※学生（25歳以下）は、チケットMoveのみ取扱い。

6/1（火）
6/2（水）
6/3（木）
※公演日は変更になる可能性があります。決まり次第、
　ホームページ及び情報紙Move4/15号にてお知らせいたします。
大ホール
S席8,300円　A席5,500円
※3歳以上要チケット。
※チケットMove先行発売期間及び一般発売初日は電話予約、
　チケットムーヴ.netのみ（窓口販売無し）。
※チケットムーヴ.netの先行発売はクレジット決済のみ。
※チケットMove先行発売は1回のお申し込みにつき、
　1公演のみ同一席種4枚まで。
※チケットの引き換えは、一般発売の4/24（土）から受付開始。
※一般発売初日は1回のお申し込みにつき、1公演のみ同一席種2枚まで。
〔出演〕彩風咲奈、朝月希和　他

公演予定日

○問 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100（月曜定休）

4/17（土）チケットMove先行発売
4/24（土）一般発売 ※13：00から

宝塚歌劇 雪組全国ツアー相模原公演
ミュージカル・ロマン
『ヴェネチアの紋章』
ロマンチック・レビュー
『ル・ポァゾン 愛の媚薬 －Again－』

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団
※この写真は公演のものとは

異なります。
※この写真は公演のものとは

異なります。

だったら さがみはらであそぼう

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
勤務日数
申込方法

締 切
そ の 他

お申込み・お問合せ

5/1（土）
5/1（土）～2022.3/31（木）
相模原南市民ホール　17：30～22：00
※施設の利用状況により終了時間が変更となる場合があります。
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
シフト制（土・日・祝日の勤務あり）、週4日以内。
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。
4/10（土）必着
雇止め規程あり（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。
相模原南市民ホール採用担当
〒252-0303相模原市南区相模大野5-31-1
☎042-749-2110　

施設フリースタッフ（非常勤職員）
募集のお知らせ

募集

ピアノ・リサイタル

○問 プロアスリートユニットTORICOT　　info@encre.tokyo

振替公演

小学生から託児あり

小学生から

小学生から

小学生から

小学生から託児あり

0才から

0才から

広告

&フジコ・ヘミング
ウィーン・アーロン
   　　 カルテット

次号は4月15日（木）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  

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


