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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、9/30（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。

11 月の公演　 休館日…11/9（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9/30(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。
　ご不便をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

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。
〔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

㉄ 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

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
㉄ 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。
※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

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。

〔出演〕柳生啓介、浜名実貴、津田恵一

㉄ 相模原南市民ホール　☎ 042-749-2110 小学生から

6/4（木）
振替公演

12/16
（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

※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 小学生から

入場無料
（要整理券）

11 月の公演 休館日…11/9(月)

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。
㉄ 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。
㉄ 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。
㉄ 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。
㉄ 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

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。

㉄ チケットポート　☎ 03-6327-3710 小学生から

5/27（水）
振替公演

小学生から託児あり

12/6（日）12/6（日）

2
（月）
・
3

（火・祝）
　◯大

立川志の輔独演会
2（月）18：30　
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。　

〔出演〕立川志の輔
㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

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

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

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　

〔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

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　㉄ 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
㉄ 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
※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 3才から

23
（月・祝）
　◯大

第16回ピュアマンドリン定期演奏会
14：30　　
㉄ 黒川　☎ 042-747-4420

入場無料

28
（土）
　◯大

第4回ひばりの夢コンサート
13：00　　
㉄ 児玉　☎ 042-853-1818

入場無料
（要整理券）

12/19
（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。
※ チケットMove先行発売は、電話予約及び 

チケットムーヴ.netのみ取扱い。
〔構成・演出〕鴨下信一
〔出演〕白石加代子
※1、4面、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

10/24（土）チケットMove先行発売
10/25（日）一般発売

18
（水）
　

秋のコンサート9　
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 

10/15（木）発売

©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　 

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　
※ 5/9（土）の公演チケットは、振替公演にて 

有効となります。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 小学生から

5/9（土）
振替公演

11 月の公演 休館日…なし

11 月の公演 休館日…11/16（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。11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。 
㉄フォト奥相模 会長 天野　☎042-787-2746

11/2（月）〜11/8（日） 秋の展覧会 
※初日12：00から最終日16：00まで。 
㉄ART SPACE RUI   ☎042-703-5977

11/9（月）〜11/15（日） 水彩画展 
※最終日15：00まで。 
㉄長田 ☎042-703-5977

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

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。11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

11/19（木）〜11/23（月・祝） 第7回 フォト写楽写真展（風景写真） 
※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄村田　☎042-760-0570　

11/19(木)〜11/24(火) AKIMITSUの世絵 
※会期中17：00まで。　※初日12:00から、最終日15：00まで。 
㉄竹原　☎046-259-7820　

11/26（木）〜11/29（日） 第8回 成竜会油彩画展 
※会期中17：00まで。　※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄鈴木　☎090-3963-1455

11/26（木）〜11/30（月） さがみハート展 
※会期中17：00まで。　※初日13:00から、最終日15：00まで。 
㉄岡村　☎042-761-1440

11 月の公演 休館日…11/9（月）
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
※下記事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

12/6
（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　※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

11/1（日）発売

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）　
※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
10/20（火）必着

1
（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

1
（日）
　◯多

環境芸術祭・コンサートと映画上映会(2日目)
18：40　全席自由1,800円　※1日目は10/31(土)に多目的室で開催(11:00〜16:30)
㉄ 小林陽光　☎ 080-3388-9366

1
（日）
　◯多

環境芸術祭・作品展示会(2日目)
18:40〜21:00　※1日目は10/31(土)に多目的室で開催(11:00〜16:30)
㉄ 小林陽光　☎ 080-3388-9366

入場無料

2
（月）
　◯ホ

名手達の輝きVol.3 
山本耕平（テノール）江口心一（チェロ）佐藤勝重（ピアノ）他
19：00　全席自由6,000円（当日6,500円）　㉄ 大野音楽教室　☎ 042-712-9222

3
（火・祝）
　◯ホ

アンダンテピアノクラブ 25周年記念コンサート
13：30　　
㉄ 事務局　☎ 042-711-7959

入場無料

6
（金）
　◯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

18
（水）
　◯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

13
（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

28
（土）
　◯ホ

尾崎行雄（咢堂）杯演説大会
13：00　　
㉄ 事務局長 大橋孝夫　☎ 090-4541-8677

入場無料

30
（月）
　◯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

15
（日）

秋の小さな発表会
9：45　　
㉄ 諸角　☎ 090-7018-7908

入場無料

28
（土）

もみじホール城山 市民ステージ2020
13：00　　

〔出演〕もみじホール城山利用者
※4面もあわせてご覧ください。

㉄ 市民ステージ実行委員会事務局（もみじホール城山）　☎ 042-783-5295

入場無料

15
（日）
　

よしもとお笑いライブin相模原市民会館2020
19：00
※ 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）。

〔出演〕 中川家、タカアンドトシ、レイザーラモン、プラス・マイナス、 
アインシュタイン、ガンバレルーヤ　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

予定枚数終了

企業の福利厚生制度でお悩みの事業主の方へ

あじさいメイツの福利厚生サービス
（月額1人600円）にお任せください

従業員の満足度向上で魅力ある企業に！

（公財）相模原市勤労者福祉サービスセンター ☎042-775-5505
　　　　　　　愛称：あじさいメイツ あじさいメイツ 検索

相模原市の企業 1,600社　19,700名が加入

福利厚生で
人材確保を

サーポートします！！

【お問合せ】ハーモニーホール座間 ☎046-255-1100

AD_ 座間

11月18日（水） ①11：00開演 ②13：30開演
11月19日（木） ③11：00開演 ④13：30開演
ハーモニーホール座間 小ホール
全席自由 1作品券500円、1日券900円
※未就学児入場不可 ※完全入替制 10/17(土 ) 発売

❶野火（1959年、104分）
❷おはん（1984年、112分）
❸ぼんち（1960年、104分）
❹東京オリンピック（1965年、169分）

※ソーシャルディスタンスの確保や
　マスク着用など、感染症予防に
　ご協力ください。

②おはん

2020
ハーモニーホール名作映画劇場ハーモニーホール名作映画劇場

才気あふれる作風で
日本映画の刷新を試み続けた市川崑作品。

出演：船越英二
出演：吉永小百合
出演：市川雷蔵

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　■ カラー面：1枠3万円
※詳しくは、下記までお問い合わせください。

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

情報紙Moveに
広告を掲載してみませんか？

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…11/10（火）




