
©宝塚歌劇団

6/4（金）
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）。
※チケットムーヴ.net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）13：00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

16：30
6/2（水）

12：00/16：30 12：00/16：30
6/3（木）

彩風咲奈、朝月希和　他出演

0才から

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
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4/25（日）
発売

小学生から

©中村 規
©橘 蓮二

その一席で聴く者をたちまち魅了する講談師・宝井琴柳と落語家・柳家三三。
贅沢な共演も今回で五回目の開催となりました。　
冒頭お二人による貴重なミニトークもございます。

宝
井
　
柳

家
三
三

6/6（日）13：30
8/7（土）15：00
8/8（日）12：00
相模女子大学グリーンホール・大ホール

※こどもは3歳以上、12歳以下。　※3歳未満は保護者1名につきお子様1名まで膝上鑑賞無料（お子様の頭が保護者の肩の高さを超える場合は要チケット）。
※チケットMove先行発売初日及び一般発売初日は、電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い（窓口販売なし）。

〔出演〕吉柳咲良、美山加恋、宮澤佐江　他

相模女子大学グリーンホール・多目的ホール
全席指定3,500円

〔出演〕宝井琴柳、柳家三三　他

落
語

講
談

世界で愛され続けているブロードウェイミュージカル、『ピーターパン』。
今年日本公演40周年の記念の年を迎えます。全ての人にとって忘れられない
素敵な夏の思い出となることでしょう！ご期待ください。

0才から

ウェンディ
美山加恋

タイガー・リリー
宮澤佐江

ピーターパン
吉柳咲良

S席おとな 9,000円  こども 5,500円 ／ A席おとな 5,000円  こども 3,000円

4/21（水） チケットMove先行発売
4/28（水） 一般発売

3/15号でお伝えした内容から変更になりました

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5 月15日（土）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】

【5/10(月)は休業します】

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.336

4.15
2021

 （10：00～19：00）
※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、3/31（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。

5 月の公演　 休館日…5/17（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

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3/31（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。

5 月の公演 休館日…5/10（月）

5 月の公演 休館日…5/10（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…5/18（火）

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

〔曲目〕 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第9番  
　　　　　　  「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

※下記事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

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

㉄ 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
（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

㉄ 相模女子大学グリーンホール　☎ 042-749-2200 小学生から

9
（日）
　◯大

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
15：00
全席自由（入場番号付き整理券）
※お一人様4枚まで。

〔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
※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 ０才から

入場無料

6/2
（水）
～
6/4

（金）
　◯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－』
2（水）16：30 
3（木）12：00／16：30 
4（金）12：00／16：30　
※3/15号でお伝えした日程から変更になりました。
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） 0才から

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

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　※詳細は5/15号をご覧ください。
㉄ キョードー東京　☎ 0570-550-799 小学生から

5/16（日）発売

7/1
（木）
　◯大

春風亭小朝・三遊亭円楽 特選落語名人会
13：30　全席指定4,000円　
㉄ アクセス　☎ 045-212-5555 小学生から

7/8
（木）
　◯大

林部智史 CONCERT TOUR 2021～春夏 
“まあだだよ”　18：30　全席指定7,000円
※4面もあわせてご覧ください。　㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

2020.6/12（金）
振替公演

4/20（火）発売
（再発売）

6/26
（土）
　◯大

平原綾香 CONCERT TOUR 2020–2021 
～ MOSHIMO ～
17：30　
全席指定7,000円

㉄ KMミュージック　☎ 045-201-9999 小学生から

2020
6/13（土）
振替公演

8
（土）
　

第43回 竜翔会民謡歌謡発表会
10：00　　
㉄ 小川　☎ 042-744-0356

入場無料

15
（土）
　

第45回 唄と踊りで綴る　皐月まつり
10：30　　
㉄ 翠ヶ丘地区芸能同好会 金子　☎ 042-741-9085

公演中止

23
（日）
　

日舞、吟剣詩舞のつどい
13：00　　
㉄ みなみ交友会 篠原　☎ 042-866-4963

入場無料

1
（土）
　◯ホ

県立相模原高校マンドリン部 第28回定期演奏会
13：30　　
㉄ 相模原高校 小山　☎ 042-752-4133

入場無料
（要整理券）

2
（日）
　◯ホ

スプリングコンサート ～せとぐち音楽教室発表会～
11：00　　
㉄ せとぐち音楽教室　☎ 080-1367-5487

入場無料
（要整理券）

4
（火・祝）

～
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）
㉄ プロアスリートユニットTORICOT　  info@encre.tokyo 0才から

2
（日）
　◯多

バレエ解説シリーズ 入門編 ～くるみ割り人形の世界～公開リハーサル
14：00　全席自由1,000円（要事前申込）
㉄ スタジオNaNa　☎ 080-6622-0061

6
（木）
　◯ホ

佐藤のりこ門下生声楽発表会Ⅰ
12：00　　
㉄ 愛の翼ベルカント声楽会　☎ 080-3202-9645

入場無料

7
（金）
　◯ホ

佐藤のりこ門下生声楽発表会Ⅱ
12：00　　
㉄ 愛の翼ベルカント声楽会　☎ 080-3202-9645

入場無料

7
（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

9
（日）
　◯ホ

葉月会20周年（日本民謡 踊りと唄の集い）
10：20　　
㉄ 山岸　☎ 070-3863-0795

入場無料

8
（土）
　◯ホ

アカデミア・パルナソス管弦楽団 第3回定期演奏会
14：00　全席自由4,000円　学生1,500円
㉄ ミューズアミューズ　☎ 080-3490-2166

9
（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

14～16
（金～日）
　◯多

第10回 ゆらら押し花アート作品展
10：00～18：00　※最終日は16：00まで。
㉄ アトリエゆらら 金田俊子　☎ 042-782-1642

入場無料

15
（土）
　◯ホ

第7回発表会 KMバレエスタジオ
17：30　　
㉄ KMバレエスタジオ　☎ 042-784-3922

入場無料
（要整理券）

12
（水）
　◯大

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 ～Never give up～
14：30／18：30　全席指定8,000円
㉄ ベルワールドミュージック　☎ 03-3222-7982 小学生から

2020.7/18（水）
振替公演

29
（土）
　◯多

Sagami Horns 4th Concert
18：00　　
㉄ ダイトウ　  https://www.s-horns.org

入場無料

30
（日）
　◯大

あおば子どもミュージカル　第11回公演ミュージカル「夜空の虹」
虹組13：30　星組17：30　全席指定1,900円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ あおば子どもミュージカル　  ticketaobakm@yahoo.co.jp  0才から

4/15（木）発売

6/6
（日）
　◯多

宝井琴柳（講談）×柳家三三（落語）～二人会～
13：30　
全席指定3,500円　

〔出演〕宝井琴柳、柳家三三　他 
※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 小学生から

4/25（日）発売

6/12
（土）
・

6/13
（日）
　◯大

しまじろうコンサート  
すすめ！たからのしまのだいぼうけん
12（土）10：00／12：40／15：20／★18：00 
13（日）9：50／12：30／15：10／★17：50　
全席指定3,480円（チケットMove特別価格） 
※ 一般価格3,580円。
※ 3歳未満は保護者1名につきお子さま1名まで 

膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。
※★の公演は「スペシャルアンコール」があります。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ しまじろうコンサートお客さま窓口　☎ 0120-988-883（9：00～21：00） 0才から

5/7（金）�チケットMove先行発売 
※発券は5/14（金）から

5/20（木）一般発売

7/3
（土）
　◯大

それいけ！アンパンマン ミュージカル 
「勇気の花に歌おう♪」

11：15／14：00／★16：30　
全席指定3,900円　
※公演日当日、2歳から要チケット。
※ 1歳以下は保護者1名につきお子様1名まで 

膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。
※ ★の回は公演後に「わくわくアンコール」が 

あります。
※4面もあわせてご覧ください。
㉄ tvkチケットカウンター　☎ 0570-003-117 0才から

5/15（土）チケットMove先行発売
5/22（土）一般発売

8/7
（土）
・
8/8

（日）
　◯大

ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』
7（土）15：00　8（日）12：00　
S席おとな 9,000円　こども 5,500円　
A席おとな 5,000円　こども 3,000円　
※こどもは 3歳以上、12歳以下。 
※ 3歳未満は保護者1名につきお子様1名まで 

膝上鑑賞無料（お子様の頭が保護者の肩の高さを 
超える場合は要チケット）。

※ チケットMove先行発売初日及び一般発売初日は、 
電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い 

（窓口販売なし）。
〔出演〕 吉柳咲良、美山加恋、宮澤佐江　他
※1、4面もあわせてご覧ください。

㉄ ホリプロチケットセンター　☎ 03-3490-4949 0才から

4/21（水）チケットMove先行発売
4/28（水）一般発売

21
（金）
　◯多

第17回 相模原ギターの祭典
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 

4/15（木）発売

写真：岡本隆史

©Fuzjko Hemming

©宝塚歌劇団

©橘_蓮二©中村_規

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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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

5 月の公演 休館日…5/17（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。5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

5/6（木）～5/11（火） あじさい油絵会　第17回合同展 
※会期中17：00まで。　 
※初日12：00から、最終日16：00まで。 
㉄梶原　☎042-750-0850

5/13（木）～5/17（月） 第7回さがみ水墨・日本画協会展 
※初日14：00から、最終日16：00まで。 
㉄古田　☎042-763-1316

5/20（木）～5/25（火） 蒼茫の会 
※会期中19：00まで。　 
※初日16：00から、最終日15：30まで。 
㉄渡辺　☎042-773-0076

5/29（土）～5/31（月） 第42回 相模原市書道連盟展 
※最終日16：00まで。 
㉄門倉　☎042-810-0799

5 月の公演 休館日…5/10（月）

相模原市民会館

☎042-752-4710　中央区中央3-13-15

◯ホ …ホール  ◯中 …第1中会議室

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

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）。

※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

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
※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

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
㉄ 杜のホールはしもと　☎ 042-775-3811 0才から

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）　

㉄ もみじホール城山　☎ 042-783-5295

参加者募集
4/20（火）必着

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。

2021年10月1日利用分から
施設の利用料金が変わります

23
（日）
　◯多

カルちゃんランドセル 出張ランドセル館
10：00　　
㉄ ㈱神田屋鞄製作所　☎ 03-3986-3731

入場無料

9/11
（土）
　◯ホ

ズーラシアンブラスコレクション2021
14：00　全席指定2,900円　※4面もあわせてご覧ください。
㉄ ㈱スーパーキッズ　☎ 042-765-7284 0才から

5/8（土）発売

26～29
（水～土）
　◯多

第18回 ちゃちゃキルトビーパッチワーク展
10：00～17：00　※最終日は16：00まで。
㉄ Cotton Houseちゃちゃ　☎ 042-636-7497

入場無料

22
（土）
　

井清 真弓 フルートコンサート
15：00　入場料500円　
㉄ 井清　☎ 042-768-3033

1
（土）
　◯ホ

第14回楽縁乃会 舞踊のつどい
11：00
㉄ KM総合文化学院　☎ 042-753-5004

入場無料

22
（土）
　◯ホ

大塚恵美コンサート2021 ～ made in dream ～
13：30　全席自由3,500円（当日4,000円）プレイガイド：Livepocket
㉄ 株式会社MID（担当：古市）　☎ 090-8819-7346（取り置き予約可能）

23
（日）
　◯ホ

相模原市民吹奏楽団　第39回グリーンコンサート
14：00　全席指定　チケットペイまたは郵送からの申し込みとなります。
詳細はチラシまたはHPをご覧ください。　㉄ 楽団事務局　☎ 090-2159-4963

入場無料
（要入場券）

29
（土）
　◯中

手作り石けんワークショップ
9：00～15：30（全4回）　参加費1,000円（要事前申込）　
㉄ 相模原市民会館　☎ 042-752-4710



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。

5/15（土）チケットMove先行発売
5/22（土）一般発売

6/2（水）16：30
6/3（木）12：00／16：30
6/4（金）12：00／16：30
※3/15号でお伝えした日程から変更になりました。

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）13：00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

○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）

6/6（日）13：30
多目的ホール
全席指定3,500円
〔出演〕宝井琴柳、柳家三三　他

○問 相模女子大学グリーンホール　☎042-749-2200

第17回 相模原ギターの祭典

○問 相模原ギター協会　☎090-3247-7688

5/21（金）14：00
多目的室
全席自由1,500円（当日1,800円）
〔出演〕ギター／篠原正志、新井三夫、河口健二
 チェロ／たのうち恵美　ヴァイオリン／荒木玲子
 フルート／箕輪道子
〔曲目〕ラ・ノビア、ボラーレ、ティコティコ

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

ズーラシアンブラスコレクション2021

○問 ㈱スーパーキッズ　☎042-765-7284

9/11（土）14：00　ホール
全席指定2,900円
※3歳以上要チケット。
※2歳以下は大人1名につきお子様1名まで
　膝上鑑賞無料（お席が必要な場合は要チケット）。
〔出演〕ズーラシアンブラス（金管五重奏）
 サキソフォックス（サックス四重奏）
〔曲目〕わらいかわせみに話すなよ
 そうだったらいいのにな
 およげ！たいやきくん
 ドロップスのうた
 やまぐちさんちのツトムくん　他
※演奏曲は予告なく変更になる場合があります。

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

宝井琴柳（講談）×柳家三三（落語）
～二人会～

しまじろうコンサート
すすめ！たからのしまのだいぼうけん

○問 しまじろうコンサートお客さま窓口　☎0120-988-883

6/12（土）10：00／12：40／15：20／★18：00
6/13（日）9：50／12：30／15：10／★17：50
大ホール
全席指定3,480円（チケットMove特別価格）
※一般価格3,580円。
※3歳未満は保護者1名につきお子さま1名まで膝上鑑賞無料
　（お席が必要な場合は要チケット）。
※★の公演は「スペシャルアンコール」があります。

5/30（日）虹組13：30
 星組17：30
大ホール
全席指定1,900円
※4歳から要チケット。
※4歳未満は保護者1名につきお子様1名まで膝上鑑賞無料。
　（お子様の頭が保護者の頭の高さを超える場合とお席が必要な場合は要チケット）。

それいけ！アンパンマン ミュージカル
「勇気の花に歌おう♪」

○問 tvkチケットカウンター　☎0570-003-117

7/3（土）11：15／14：00／★16：30
大ホール
全席指定3,900円
※公演日当日、2歳から要チケット。
※1歳以下は保護者1名につき
　お子様1名まで膝上鑑賞無料
　（お席が必要な場合は要チケット）。
※★の回は公演後に「わくわくアンコール」があります。

4/21（水）チケットMove先行発売
4/28（水）一般発売

ブロードウェイミュージカル『ピーターパン』

○問 ホリプロチケットセンター　☎03-3490-4949

8/7（土）15：00　8/8（日）12：00
大ホール
S席おとな 9,000円　こども 5,500円
A席おとな 5,000円　こども 3,000円
※こどもは 3歳以上、12歳以下。
※3歳未満は保護者1名につきお子様1名まで膝上鑑賞無料
　（お子様の頭が保護者の肩の高さを超える場合は要チケット）。
※チケットMove先行発売初日及び一般発売初日は、
　電話予約及びチケットムーヴ.netのみ取扱い（窓口販売なし）。

©中村 規©中村 規 ©橘 蓮二©橘 蓮二

見事優勝した林家つる子さんが、相模原市
内の団体に落語を出前します。あなたのご
近所で落語会を開催してみませんか？公演
料は当財団が負担します。詳細は左記事を
ご覧ください。

※第20回さがみはら若手落語家選手権の
優勝者は、3/14（日）の本選会でお客様の
投票により決定しました。

第20回さがみはら若手落語家選手権優勝者が

「林家つる子」さんに決定しました！ 祝

検索杜のホールはしもと

第20回さがみはら若手落語家
選手権優勝者による出前落語！
◆落語家があなたの街にやってくる◆
白熱した第20回さがみはら若手落語家選手権。
熱気ある戦いが繰り広げられました。今年もそ
の優勝者があなたの街へ落語を出前します。ぜ
ひこの機会にご近所で落語会を開催してみませ
んか？ 

出前先
募集

出 演 者
実施期間
費 用

応募資格

実 施 数
募集期間
申込方法

お申込み
・

お問合せ

第20回さがみはら若手落語家選手権 優勝者 林家つる子
9/1（水）～2022.1/31（月）
なし。
※交通費負担あり。状況により食費の負担あり。
※杜のホールはしもとの備品等の貸出しはありません。
※選考後、催し物当日までの出演者との連絡調整、当日の運営は、
　各団体様に行っていただきます。
①相模原市内で活動している団体
②1日1団体
③営利、宣伝、営業、政治、宗教を目的とした催物は不可
④行事等の司会のみの出演不可
⑤屋内での出演
⑥11：00～21：00の間で2時間以内
⑦一席30分以内、二席まで
⑧感染症対策は、公益社団法人全国公立文化施設協会「劇場、音楽
堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」及
び、相模原市が定める「市の文化施設の利用について」と同等の内
容を必須とします。
8会場※応募多数の場合は選考。
5/14（金）当日消印有効
応募用紙に必要事項をご記入の上、ファックスまたは郵送。応募用
紙は、杜のホールはしもと窓口で配布の他、ホームページからもダ
ウンロードできます。
※詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。
※応募者多数の場合は選考。結果は、6/11（金）までに郵送にて通知します。
〒252-0143　相模原市緑区橋本3-28-1　ミウィ橋本7F
（公財）相模原市民文化財団　杜のホールはしもと「出前落語」係
☎042-775-3811　　　042-700-2666FAXFAX

だったら さがみはらであそぼう

LIVE BONE  
森山開次×ひびのこづえ×川瀬浩介 整理券

配布

日 時
会 場
入 場 料
整理券配布

振付・出演
衣装・美術
音 楽
出 演
お申込み
・

お問合せ

5/9（日）15：00
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）
配布期間中

①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）。
※クレジットカード決済のみ。チケットの受取りはセブンイレブン
　とファミリーマートのみ。
※本公演が中止になった場合、手数料の返金はありません。

②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、もみじホール城山で配布。

※お一人様4枚まで。
※小さなお子様もお一人様1枚必要です。
※予定枚数に達し次第、配布終了となります（新型コロナウイルス
　感染症の状況により、配布枚数を変更する可能性があります）。
※公演当日に空席がある場合に限り、整理券をお持ちでない方も
　ご入場いただけます（整理券をお持ちでないお客様のご入場
　に関しては、ホームページ等でお知らせいたします）。
※公演当日、新型コロナウイルス感染症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。
森山開次
ひびのこづえ
川瀬浩介
美木マサオ、笠井晴子、安藤尚之、柳 雄斗　他
（公財）相模原市民文化財団　☎042-749-2207

photo:Maiko Miyagawaphoto:Maiko Miyagawa

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」強力タッグがお届けする
ノンストップ・パフォーマンス“LIVE BONE”。
今回、森山開次の出身地に“さがみはらspecial”として初登場。

ライブ ボーン

さがみはら special

あおば子どもミュージカル　
第11回公演ミュージカル「夜空の虹」

○問 あおば子どもミュージカル　　　ticketaobakm@yahoo.co.jp

4/20（火）発売
(再発売)

林部智史 
CONCERT TOUR 2021～春夏
“まあだだよ” 

○問 KMミュージック　☎045-201-9999

7/8（木）18：30
大ホール
全席指定7,000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

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
※詳しくは、下記までお問い合わせください。

カラー面：1枠 3万円

情報紙Moveに
広告を掲載してみませんか？

6/12（金）
2020

振替公演

嘱託職員募集のお知らせ

受託施設の窓口業務及び利用承認等に関する業務
受託施設の利用者サービスに関する業務
簡単なパソコン（ワード、エクセル）操作ができること
若干名
相模原市内の当財団が指定する場所
6/1～2022.3/31
※１年ごとの契約で、勤務成績等により最大４回まで
　１年毎の契約更新が可能。
※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。
１か月単位の変形労働時間制
（１週平均４０時間勤務、土・日・祝日の勤務あり）
基本給　173,500円／月
※通勤手当、賞与、時間外勤務手当あり（当財団規程による）。
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険適用
応募書類を下記申込先に郵送（持込不可）
※詳細は財団ホームページ（http://www.hall-net.or.jp）をご覧ください。
4/23（金）必着
〒252-0303　相模原市南区相模大野4-4-1
（公財）相模原市民文化財団　総務課　嘱託職員採用係
☎042-749-2207

2021年6月1日採用予定の当財団嘱託職員を募集しています。
詳細はホームページをご覧ください。

募集

職務内容

応募資格
採用人数
勤務場所
雇用期間

勤務時間等

給 与 等

そ の 他
応募方法

応募締切
お申込み
・

お問合せ

5/7（金）チケットMove先行発売
5/20（木）一般発売

※発券は5/14（金）から

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTVⒸやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

0才から

小学生から0才から

0才から

0才から

0才から

0才から

小学生から

次号は5月15日（土）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

チケットMove
☎042-742-9999  （10：00～19：00）


