
小学生から

城山落語会

古今亭菊之丞独演会

※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）。

全席指定
シルバー・中学生以下

2,500円
2,300円

2/19（金）チケットMove先行発売
2/20（土）一般発売

2/21（日）一般発売

2/27（土）チケットMove先行発売
2/28（日）一般発売

3才から

使用予定ナンバー
・サークル・オブ・ライフ（『ライオンキング』より）
・Overture～I Got Rhythm（『クレイジー・フォー・ユー』より）
・幕をあける歌（『はだかの王様』より）
・行こうよ仲間たち（『ガンバの大冒険』より）

数々の上演作品の中から選りすぐり、おなじみの海外ミュージカルから、
オリジナル・ファミリーミュージカルまで、それぞれの四季ナンバーに込められた想いを、
言葉とダンスでつづります。お客様と感動を分かち合える喜びを胸に、
劇団四季が持てる力のすべてをつくして、
歌って踊って語る圧巻のエンターテインメントをお見逃しなく！

4/16（金）13：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール
S席9,900円  A席6,600円  B席3,300円
※3歳以上要チケット（膝上観劇不可）。
※劇団四季「SHIKI ON-LINE TICKET」でもチケットの取扱いがあります。
※チケットMove先行発売期間中は、電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い。
※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。
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鼓童は2021年に創立40周年を迎えます。

5/23（日）16：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール
全席指定5,500円
※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。

協賛：東京建物株式会社

〔演出〕船橋裕一郎
〔出演〕太鼓芸能集団 鼓童
〔演目〕入破、モノクローム、大太鼓、屋台囃子、族、新曲　等

創立40周年ツアー 第一弾

鼓童ワン・アース・ツアー2021～鼓
今回は記念ツアー作品として、約15年ぶりに「入破」を演奏いたします。

この曲は、小澤征爾氏のご紹介で出逢った現代音楽作曲家の故石井眞木氏に、1981年の
鼓童デビューの門出を祝して鼓童に贈っていただいた曲です。

他にも同氏作曲の「モノクローム」、「大太鼓」、「屋台囃子」、「族」などの
代表演目に新曲を加え、鼓童の歴史を辿ります。

原点に立ち返り、新たな領域への礎となる舞台です。

じゅは

小学生から託児あり

古典落語の名手として呼び声高い古今亭菊之丞が、
もみじホールに登場。
「最も江戸・明治を感じさせる噺家」と称される
華麗な高座姿は必見です。

5/15（土）14：00
もみじホール城山・多目的ホール

写真：岡本隆史

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3 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 （10：00～18：00）

【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。

※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。

　　　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開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.333

2.15
2021

 （10：00～18：00）

【3/8（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、2/1（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。

3 月の公演　 休館日…3/8（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2/1（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
　現在、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。

3 月の公演 休館日…3/8（月）

3 月の公演 休館日…3/8（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…なし

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

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
※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

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。

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

4/3
（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

4/17
（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

4/26
（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

4/2
（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

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

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。
㉄ サーラ事務局　☎ 080-3543-1775 

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

㉄ サーラ事務局　☎ 080-3543-1775

入場無料13
（土）
　◯多

木管アンサンブル クレッシェンド 第40回定期演奏会
14：00　　
㉄ 木管アンサンブル クレッシェンド　  cres_mcd@yahoo.co.jp

入場無料

20
（土・祝）
　◯大

吉原バレエ学園 第41回発表会
14：30　　
㉄ 吉原バレエ学園　  lesson@yoshihara-ballet-gakuen.com

入場無料
（要整理券）

26
（金）
　◯大

相模女子大学 マーガレットコンサート 2021
13：30　　
㉄ 相模女子大学吹奏楽部　☎ 090-8316-1792

入場無料
（要整理券）

26
（金）
　◯多

県立生田東高校吹奏楽部 第33回定期演奏会
18：30　　
㉄ 県立生田東高校　☎ 044-932-1437

入場無料

29
（月）
　◯大

県立相模原弥栄高校吹奏楽部 第13回定期演奏会
18：00　　
㉄ 県立相模原弥栄高校吹奏楽部　  hasebe-yusuke@pen-kanagawa.ed.jp

入場無料
（要整理券）

4/16
（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。
※ 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。
※ 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。
※1、4面もあわせてご覧ください。

㉄ 劇団四季 全国営業部　☎ 0570-008-110 3才から

2/19（金）チケットMove先行発売
2/20（土）一般発売

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
※ 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。
〔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
※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

2/27（土）チケットMove先行発売
2/28（日）一般発売

14
（日）
　

第12回ふるさとコンサート ～地元の若手音楽家がおくる春の風～
11：00／14：00　※午後公演は未就学児入場不可。
㉄ 加藤　☎ 080-9877-6139

入場無料
（要整理券）

20
（土・祝）
　

第28回 弥栄音楽祭
12：30　　
㉄ 第28回弥栄音楽祭実行委員会 坂牧　☎ 042-814-9381

入場無料

25
（木）
　

県立上鶴間高校 ダンス部卒業公演
18：00　　
㉄ 県立上鶴間高校 ダンス部 顧問 大塚　☎ 042-743-2182

入場無料

31
（水）
　

県立相模原弥栄高校 ARTLiVE21 春公演
14：00／17：00　
㉄ 県立相模原弥栄高校 美術科 米山　☎ 042-758-4971

入場無料
（要整理券）

6
（土）
　◯ホ

Special Concert クールヴェール コールエコー
14：00　　
㉄ Special Concert事務局　☎ 080-1049-4671

入場無料
（要整理券）

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

10
（水）
　◯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

16
（火）
　◯多

第48回 相模原でよい音楽をきく会
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 

2/15（月）発売

17
（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

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）　
※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。
※12/6（日）の公演チケットは、振替公演にて有効となります。
㉄ （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

21
（日）
　◯ホ

Tre Penne Verdi 第3回公演
14：00　　
㉄ 代表 青柳　☎ 080-9510-9872

入場無料

4/17
（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　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ かもっくす音楽舎　☎ 042-799-0182 小学生から

2/15（月）発売

26
（金）
　◯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

写真：岡本隆史
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今後の公演　 

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

3 月の公演 休館日…3/15（月）

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。3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

3/6(土)～3/28(日) 相模原市収蔵美術品展 
「相模原の日本画―院展画家の系譜―」 
㉄相模原市民ギャラリー 
☎042-776-1262 
※中止になる場合がありますので、 
　詳細についてはお問い合わせください。

3 月の公演 休館日…3/8（月）

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

13
（土）

・
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)　
※ 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
2/15（月）必着

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
※観覧者の募集は締め切りました。

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295 0才から

入場無料
（要整理券）

相模原市民会館

☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

◯ホ …ホール　◯大 …第1大会議室　◯会 …第2中会議室

6/26
（土）
　◯ホ

秋川雅史 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
※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

3/10（水）発売

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）。
※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

2/21（日）発売

3
（水）
　◯ホ

第36回定期演奏会
19：00　全席指定500円　※中学生以下無料。
㉄ 北里大学北里会文化会吹奏楽団　  ksknb_2011@yahoo.co.jp

13
（土）
　◯会

おやこで作る おなまえロゼットワークショップ
9：00～16：30　参加費1,000円（1個）　
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

27
（土）
　◯ホ

県立麻溝台高校吹奏楽部 第42回定期演奏会
16：00　※当日受付にて、座席指定整理券配布。　
㉄ 県立麻溝台高校　☎ 042-778-1076

入場無料

27
（土）
　◯大

おやこで楽しむ「えいがかい」
13：30　※申込不要（当日直接会場へ）。　〔対象〕小学生以下のお子様と保護者
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710

入場無料

6/5
（土）
　◯ホ

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
※4面、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

2/19（金）発売



情報紙Moveに
広告を掲載してみませんか？

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。

※詳しくは、下記までお問い合わせください。
■2色面：1枠 2万円　■カラー面：1枠3万円

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 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。

©松竹©松竹

写真：岡本隆史写真：岡本隆史

創立40周年ツアー 第一弾
鼓童ワン・アース・ツアー 2021～鼓
5/23（日）16：00
大ホール
全席指定5,500円
※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。
〔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
○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

4/16（金）13：00　大ホール
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。
※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。
※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。
○問 劇団四季 全国営業部　☎0570-008-110

城山落語会 古今亭菊之丞独演会

○問 もみじホール城山　☎042-783-5295

5/15（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）。

社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパー LIVE2021

○問 相模原市民会館　☎042-752-4710

6/5（土）14：00／17：30
全席指定4,800円
〔出演〕ザ・ニュースペーパー

2/19（金）チケットMove先行発売
2/20（土）一般発売

2/27（土）チケットMove先行発売
2/28（日）一般発売

相模原音楽家連盟
声楽・ピアノ・管・弦・打楽器オーディション
自分の企画・演奏で音楽にあふれる相模原にしませんか。

募集

4/21（水）午後
相模女子大学グリーンホール・リハーサル室
※管・弦・打楽器は要相談
2/28（日）までに84円切手を同封の上、下記お問合せ先まで
募集要項をご請求または相模原音楽家連盟Facebookよりお問い合わせください。
〒252-0314　相模原市南区南台1-7-33
相模原音楽家連盟 オーディション担当　長谷川香織
☎042-705-7280

〈 入 会 資 格 〉

〈オ ー デ ィ シ ョ ン〉

以下の条件を全て満たす方。
1.音楽大学を卒業もしくは2021年3月卒業見込みの方
2.音楽を職業としている方（大学院生を含む、学生は不可）
3.相模原市内在住・在勤・出身（実家が市内にある）の方
4.相模原市内、近隣の市街で同様の会に入会していない方

〈相模原音楽家連盟〉
1990年に設立された、相模原市在住・在勤・出身のプロフェッショナルの音楽家たち
による活動組織です。現在、オーケストラ在籍者、フリー奏者、声楽家、ピアニスト、作
曲家など約190名が加盟しています。主な演奏活動としては、相模原市民文化財団と
の共催による「相模原音楽家連盟コンサートシリーズ」「学校訪問授業」「クラシック
を楽しむコンサート」「街かどコンサート」などのほか、小中学校でのコンサートなど
があり、相互に協力しながら音楽文化の向上に力を注いでいます。その功績に対し
て、2015年11月、相模原市から市政功労表彰「芸術文化活動」を受賞しました。

日 時
会 場

応募方法

お申込み・
お問合せ

女性初の本選会出場を果たし、
見事優勝を勝ち取った一花さん。
今後の活躍に目が離せません。
相模原から応援していきましょう！
※第19回さがみはら若手落語家選手権の
優勝者は、12/23（水）の本選会で
お客様の投票により決定しました。
なお、優勝者による出前落語は
都合により中止とさせていただきます。

第19回
さがみはら若手落語家選手権優勝者が
春風亭一花さんに決定しました！ 祝

第48回 相模原でよい音楽をきく会

○問 相模原ギター協会　☎090-3247-7688

3/16（火）14：00
多目的室
全席自由1,500円（当日1,800円）
〔出演〕フルート／吉野裕子、箕輪道子　ヴァイオリン／荒木玲子
 ピアノ／木下賢治、益田京子　マリンバ／三留喜代美
〔曲目〕リベルタンゴ、アメリカ小組曲、英雄ポロネーズ　他

秋川雅史 コンサート
聴いてよく分かるクラシック3
6/26（土）13：30
ホール
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

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

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
4/17（土）13：30
ホール
全席指定4,500円 
〔出演〕指揮／福島章恭　
 管弦楽／東京フォルトゥーナ室内管弦楽団
〔曲目〕モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲
 モーツァルト：交響曲第41番 ハ長調K.551「ジュピター」
 ベートーヴェン：交響曲第7番 イ長調Op.92

○問 かもっくす音楽舎　☎042-799-0182

山岸柾史「太陽と水と緑」タペストリー

「グリーンホール相模大野」内にはアート作品が点在し、
その数は全部で7つ。

みなさまご存知のものから知る人ぞ知る…といったものまで。
毎月1つずつ、ご紹介していきます。

　自然のモチーフを創作テーマとしている、テ
キスタイル・アーティスト山岸柾史氏によるも
の。相模女子大学グリーンホール・大ホール階
段の踊り場に設置されており、糸で編み込ま
れている細部を間近で見ることができる。

2

■ 相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）
　 小田急線「相模大野駅」北口から徒歩 8分 ☎042-749-2200

■ 相模原南市民ホール
　 小田急線「相模大野駅」北口から徒歩 10分 ☎042-749-2110

■ おださがプラザ（小田急相模原駅文化交流プラザ）
　 小田急線「小田急相模原駅」北口から徒歩 1分 ☎042-741-7497

■ 杜のホールはしもと
　 JR 横浜線・相模線  京王相模原線「橋本駅」北口から徒歩 1分 ☎042-775-3811
■ もみじホール城山（城山文化ホール）
　 JR 横浜線・相模線  京王相模原線「橋本駅」北口から
　 バス利用 「城山総合事務所入口」下車徒歩 10分 ☎042-783-5295
■ 相模原市民会館
　 JR 横浜線「相模原駅」南口から徒歩 20分
　 バス利用「市民会館前」下車すぐ ☎042-752-4710

交通アクセス Access

市営立体
駐車場

←八王子

橋本五差路

国道129号

国道16号
市営立体駐輪場

相模女子大学

ボーノ
相模大野

市営立体
駐車場

京王相模
原線

新宿→

JR横浜線

JR相
模
線

←八王子

イオン

川尻小学校

城山総合事務所入口

相模丘中学校

市役所
相模原警察署

相
模
大
野

中
央
公
園

小
田
急
線

小
田
原
↓

↑
新
宿

横浜→

横浜→

（ラクアル・オダサガ4F）

（相模原市南区合同庁舎内）

（ミウィ橋本7F・8F）
杜のホールはしもと

=チケットMove窓口あり
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【企画】市川海老蔵 【制作】株式会社3Top 【制作協力】全栄企画株式会社／株式会社ちあふる 【協力】松竹株式会社

3/14（日）14：00 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

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。公演プログラム付き

い ざ な

〔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

『舞妓の花宴』 『弁天娘女男白浪』
しらびょうし べ んてん む すめ め お の し ら な みはなの えん

長唄囃子連中 一幕二場

二世藤間勘祖　振付 浜松屋見世先の場
稲瀬川勢揃いの場

河竹黙阿弥 作一 二

七五調の名せりふに彩られた人気狂言『弁天娘女男白浪』にて、市川海老蔵が5年ぶりに弁天小僧菊之助を演じます。

Vol.2

小学生から託児あり

3才から

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

好
評

発
売
中

次号は3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  

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） もみじホール城山

相模原市民会館

杜のホールはしもと




