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森山開次ダンス公演

森山開次 ひびのこづえ 川瀬浩介

）5/9 15：00（日
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お問合せ （公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

0才から

〔振付・出演〕森山開次 〔衣装・美術〕ひびのこづえ 〔音楽〕川瀬浩介
〔出演〕美木マサオ、笠井晴子、安藤尚之、柳 雄斗　他
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こどもたちに強烈な印象を与えたNHK教育テレビ『からだであそぼ』の
伝説コーナー「踊る内臓」強力タッグ、驚異のダンサー森山開次、
コスチューム・アーティストひびのこづえ、作曲家川瀬浩介がお届けする
ノンストップ・パフォーマンス“LIVE BONE”。
2010年の初演以降、国内外25都市以上で上演を重ね、各地を熱狂の渦に
まきこんできた作品が、さがみはらspecialとしてグリーンホールに初登場。

ライブ ボーン

入場無料・全席自由（入場番号付き整理券）
森山開次（振付・出演）4/3（土）10：00より整理券を配布します。

❶ インターネット
➡チケットムーヴ.netでお申し込み（手数料330円／枚）。
※事前にご利用登録が必要です（登録無料）。

❷ 窓口
➡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。

整理券配布方法

※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。
※小さなお子様もお一人様1枚必要です。
※詳細は財団ホームページをご覧ください。

ⒸSadato Ishizuka

神奈川県相模原市生まれ。21歳でダンスを始める。自身の演出振付す
るダンス作品『KATANA』で2005年ニューヨークタイムズ紙にて「驚
異のダンサー」と評され、2017年ヴェネチア・ビエンナーレ招へい。
2018年『不思議の国のアリス』全国17都市ツアー、2019年『ドン・
ジョヴァンニ』でオペラ初演出など、ダンサー、演出家の両面で今後が
注目されるアーティストの一人である。

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 （10：00～19：00）

【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
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ミウィ橋本内のフリースペース「イン
ナーガーデン」を会場に、出演者を
オーディションで選出して実施。

振付・演出・出演は鈴木ユキオ。

本格的な事業実施として展開。「相模原
市古民家園」を会場に、前年度に引き続
き、振付・出演はモモンガ・コンプレック
ス。小学生の出演者を募集して実施。

相模原市民文化財団では、2015年のリサーチを皮

切りに、継続してダンス公演を実施してきました。

市内の魅力的なスポットでの試みを辿り、5年間の

あゆみを振り返ります。

ダンス公演の軌跡

「ドラゴンクエスト」ウインドオーケストラコンサート

©北川姉妹©北川姉妹

ミュージカル「BARNUM」

○問 チケットスペース　☎03-3234-9999

4/2（金）14：00　大ホール
S席10,500円　A席7,000円

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

○問 かもっくす音楽舎　☎042-799-0182

4/17（土）13：30　ホール
全席指定4,500円

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

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）

創立40周年ツアー 第一弾
鼓童ワン・アース・ツアー 2021～鼓

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

5/23（日）16：00
大ホール
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

稲垣潤一コンサート2021

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

4/3（土）18：00　大ホール
全席指定6,800円

○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）

○問 キョードー東京　☎0570-550-799

4/17（土）14：00　大ホール
S席5,000円　A席4,000円
※お一人様4枚まで。　

舟木一夫コンサート2021

○問 アイエス　☎03-3355-3553

4/26（月）14：00　大ホール 
全席指定8,000円　

第145回グリーンホール八起寄席

○問 相模女子大学グリーンホール ☎042-749-2200

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

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
　（取扱い時間は10：00～ 19：00）。

相模原市内の歴史的・文化的背景を持つ場所を、
コンテンポラリーダンスの制作・上演が可能かどう
か、という視点でリサーチを実施。

前年度調査をした会場の
うち「県立津久井湖城山
山公園」にて、パイロット
版を実施（試行的実施）。
振付・出演はモモンガ・コ
ンプレックス。

昼寝タイムのダンス×音楽公演
「森の中のモモンガ・コンプレックス」

夏の日のダンスパフォーマンス
「古民家のなかのモモンガ・コンプレックス with kids」

鈴木ユキオ 相模原オリジナルダンス公演
「JUICE」

前年度に引き続き、鈴木ユキオによる振
付・演出・出演公演。
伊勢丹相模原店の屋上「ルーフガーデ
ン」にて8名のダンサーが出演。昭和音
楽大学生による金管五重奏とのコラボ
レーションを含むプログラムを実施。

※詳細はオモテ面をご覧ください。

鈴木ユキオ 相模原オリジナルダンス公演
「人生を紡ぐように、時の流れを刻むように」

だったら さがみはらであそぼう 森山開次×ひびのこづえ×川瀬浩介
「LIVE BONE さがみはら special」

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

○問 劇団四季 全国営業部　☎0570-008-110

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歳以上有料（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。

0さいからのライブ
おもちゃの楽団・ヒネモス

○問 杜のホールはしもと　☎042-775-3811

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

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

○問 Ro-Onチケット　☎047-365-9960

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

2015

2016

さがみはら 2017

2018

2019

2021

【相模原市公式】文化芸術のひろばYouTube

相模原市ホームページ＞スポーツ・観光・文化＞イベント・事業＞街かどコンサート

珈琲館樹里 サカタのタネグリーンハウス（相模原公園内）

市ホームページから視聴画面にアクセスできます

――動画配信版――

おでかけ
編

YouTube にて無料配信中

〈お問合せ〉　（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207
〈主　　催〉　相模原市

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－』
6/2（水）16：30
6/3（木）12：00／16：30
6/4（金）12：00／16：30
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

杜のホールはしもとは2001年9月30日にオープンし、今年で開館20周年を迎えます。
2021年度は、9月から2022年3月にかけて豪華なアーティストをお招きしますので、

今後発表する情報にどうぞご注目ください。
昨年から困難な状況が続いておりますが、文化芸術が地域の皆様の暮らしを彩る一助となるよう、

これからも楽しい公演をお届けしてまいります。

杜のホールはしもと開館20周年！

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
〔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

トリオ（ピアノ、フルート、ソプラノ） サクソフォン四重奏

※掲載しているすべての情報は、3/16（火）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。
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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  （10：00～19：00）

チケットムーヴ.net
http://move-ticket.pia.jp/

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

市民会館

もみじホール城山

チケット発売情報


