
［ シルバーチケット 助成対象 ］
（厚木市保養施設等利用助成券）

※厚木市文化会館でチケットを購入される方は４面に記載されている「文化会館からのご案内」を必ずお読みください。

チケットのお求めは

2021
偶数月1日発行 ［第111号］

令和3年12 1

会館事務室（2階）にて直接ご購入いただけます。

電　話　予　約

プレイガイド

チケット窓 口

ウ ェ ブ 予 約
https://p-ticket.jp/atsugi-bunka
※ウェブ予約サービスをご利用いただくには利用登録が必要です。（登録無料）
　 （委託チケット）及び一部自主・共催公演はウェブ予約をご利用
いただけません。

（9：00～17：00 ※休館日を除く）

（10：00～17：00 ※休館日を除く）

チケットぴあ

イープラス eplus.jp（ネット予約のみ）厚木市文化会館チケット予約センター ☎046-224-9999

ぴ

ロ ローソンチケット

☎0570-02-9999（要Pコード）

チケットの 購 入 方 法

各 種 サ ービス
［ アート・メイツ会員特典対象 ］
（会館友の会／年会費2,000円）

厚木市在住65歳以上対象。自主事業のチケット購入時に
1,000円助成。※年1回まで。3,000円以上のチケットに限る。

（事前申込制）
［ 託児サービス対象公演 ］

厚木市文化会館ニュース 厚木市文化会館で催される、（公財）厚木市文化振興
財団主催・共催事業の情報をお届けします。 厚木市文化会館チケット予約センター

厚木市文化会館 窓口

046-224-9999

〈休館日 ： 毎週火曜 ・ 祝日の翌日〉
/9：00～17：00

/10：00～17：00

※チケット購入後のキャンセル・変更はできません。
※掲載されているチケット料金はすべて税込み価格です。

l -t ike.com
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先行 割引会員先行
発売対象。

会員割引
販売対象。

注 文

窓文

文

文

チケットウェブ予約
（要事前登録）

https://p-ticket.jp/atsugi-bunka
☎

チケットのご購入は電話予約・ウェブ予約がおすすめです。

本紙は11月11日現在の情報で作成しております。新型コロナウイルスの感染拡大防止の国等の方針を受け、掲載されている催し物は、公演の実施内容やチケットの取り扱い
方法等が変更される場合があります。最新情報に関しましては厚木市文化会館ホームページでご確認ください。
また各公演にご来場されるお客様は、事前に会館ホームページの《感染症拡大防止のために お知らせとお願い》をご確認ください。

託 児
【申し込み】 イベント託児・マザーズ ☎0120-788-222

0歳～12歳（小学生）2,000円／人

天竺はどっちだ！？　猪八戒はどこへ！？
誰もが知る「西遊記」をもとに、長塚圭史が自由に書き下ろす『冒険
者たち ～JOURNEY TO THE WEST～』。天竺を目指す道中、時空
を超えてなぜか神奈川の国に迷い込んでしまった三蔵法師の一行が、
神奈川各地の伝説や昔話、はたまた現代をも旅する冒険物語です。
三蔵法師とお供の孫悟空、沙悟浄たちは西も東もわからず迷い続け、
グルメな猪八戒は気が付くといなくなり…。次々と現れる魑魅魍魎
をかわしつつ、一行は天竺への道に戻ることができるのか！？
横浜を皮切りに、一行は川崎、相模原、大和、厚木、小田原、横須賀を
巡ります。KAATが劇場を飛び出し、驚きの世界を届けるカナガワ・
ツアー・プロジェクト。厚木での旅の顛末を、どうぞご期待ください！

KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト
第一弾 冒険者たち

●共同演出……
●音楽・演奏……
●出　　演……

●企画製作……

大澤 　遊　
角銅 真実
柄本 時生　菅原 永二　佐々木 春香
長塚 圭史　成 河
KAAT神奈川芸術劇場

●上演台本・演出……長塚 圭史 （原作：呉承恩『西遊記』）

天竺を目指す道中で、時空を超えて神奈川県に迷い込んだ三蔵法師、
孫悟空、猪八戒、沙悟浄、馬の一行が、県内各地域の伝説や昔話の
世界を、西へ、あるいは北へ南へと旅をする…
天竺はどっちだ⁉　猪八戒はどこへ⁉
神奈川県に迷い込んだ三蔵法師一行の冒険が始まる。

あらすじ

～JOURNEY TO THE WEST～

ほか

小ホール

15：002022

13：00

11/27（土）発売3／4 金
5 土

（全席指定）

（2回公演）

4,000円
2,000円

一　　　般
高校生以下

※4歳未満のお子さまはご入場いただけません。
※高校生以下の方は公演当日受付にて学生証を
　ご提示ください。
※販売方法に関しては、会館ホームページにて
　ご確認ください。

車いす席

11/27（土）10：00～
※発売初日は電話・ウェブ予約のみ。
　1人2枚まで。
※窓口での販売（残席がある場合）は
　11/28より。

チケット取扱い

文

文

先行・割引

窓文

終演後に、長塚圭史（KAAT神奈川芸術劇場 芸術監督）によるアフタートークを行います。

託 児

ち　み もうりょう



厚木市文化会館チケット予約センター ☎046-224-9999（10：00～17：00※休館日を除く）チケットのお求めは 文

12/17（金）発売

①13：00 ②15：15 ③17：30

3,980円（全席指定）
大ホール

2／23 水 祝

※2歳以上有料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。
　膝上鑑賞は1人のみ無料。
※販売方法に関しては、会館ホームページにてご確認
　ください。

12/17（金） 10：00～
※発売初日は電話・ウェブ予約のみ。1人4枚まで。
※窓口での販売（残席がある場合）は12/18から。

※会館販売チケットに関しては会館へご確認ください。 主催 ： （株）ベネッセコーポレーション

チケット取扱い

文

先行

窓文

窓文

ほかロ ぴ
車いす席 文

12/2（木） 10：00～
チケット取扱い

文

2022

チケット発売中
6,800円（全席指定）

2／26 土

※未就学児の入場はできません。
※販売方法に関しては、会館ホームページにて
　ご確認ください。

チケット取扱い 窓文 ほかロ ぴ

2022

2022年2月、しまじろうとガオガオさんの
新しい実験ショーが始まります！

【チケット・公演情報に関する問い合わせ】
チケットぴあサポートセンター
017-718-3572（10：00～18：00／土日祝含む）

☎047-365-9960
月・水・金10：00～18：00

（土日祝休み）

フジコ・ヘミングの演奏をもっと楽しむために！
『フジコ・ヘミングの時間』

14 ： 00  小ホール

12/2（木）受付開始

12／16 木

※未就学児の入場はできません。

※自由席となります。当日は指示に従ってご着席いただきます。

※本公演はビデオ上映のみとなり、アーティストの出演はありません。

入場無料（要整理券）定員100名

12月17日に開催する「フジコ・ヘミングwith東京フィルハーモニー交響
楽団」公演の演奏をもっと楽しんでいただくために、ビデオ上映会を開催い
たします。本作品は、苦難を乗り越え、60代で世界に見いだされた奇跡の
ピアニスト、フジコ・ヘミング初のドキュメンタリー映画です。
いくつになっても夢を追い求める彼女の今、そして未来を解き明かします。
12月17日の演奏会の前に、フジコ・ヘミングさんの魅力に触れてください。

特　別　企　画

無人島に迷い込んだしまじろうとガオガオさん。
島から脱出するには、サイエンス・カメレオンからの
指令にこたえなければいけません。
しまじろうは、無事脱出できるのか！

Photo by Shin Watanabe

18 ： 00  大ホール

稲垣潤一
40th Anniversary

コンサート 2022
和製シティ・ポップの代表格。
ドラマティック・レインなどのヒット曲から。
最新の楽曲まで、時間旅行をお楽しみください。
ドラムを叩きながら歌う、“叩き語り”も見逃せない。

［お問い合わせ］
Ro-Onチケット

　まだサイエンスに興味のないお子さま
も、「自分の頭で予想して考えること」「実
験をして試してみること」など理科的な思
考を育むことを目的としています。ダイナ
ミックなホールでの実験ショーで、しまじ
ろうと一緒に新しい発見をしてみよう。

年少・年中・年長対象 約60分

チケット発売中

①11：00 ②13：30 ③16：00

3,050円（全席指定）
大ホール

12／25 土

※2歳以上有料。2歳未満でも座席が必要な
　場合は有料。膝上鑑賞は1人のみ無料。
※前後左右1席ずつ座席を空けて販売して
　おります。

チケット取扱い 窓文
ほかロ ぴ

車いす席 文
tvkチケットカウンター
☎0570-003-117

土日祝を除く
10：00～15：00

きかんしゃトーマスクリスマスコンサート
ソドー島のメリークリスマス
みんなが知ってるクリスマスソングやトーマス・オリジナルソングがいっぱい。
さあ、みんなもいっしょに手拍子で盛り上がろう！合言葉はメリークリスマス！
トーマスとパーシーもクリスマスモードで登場するよ！
大スクリーンいっぱいの映像もお楽しみに！

問合せ 車いす席 文

ビデオ
上映会

©2018「フジコ・ヘミングの時間」フィルムパートナーズ

〈ストーリー〉

初日は10：00より電話のみで受付。1人2枚まで。
残席がある場合は12／3より窓口でも配布します。

ⒸBenesse corporation／しまじろう

サイエンスショーとは…



厚木市文化会館ニュース

12/4（土）発売

3,500円（全席指定）
14 ： 00  小ホール
2／202022 日

車いす席

12/4（土） 10：00～

〈セット券の販売はありません〉

※発売初日は電話・ウェブ予約のみ。
　1人4枚まで。
※窓口での販売（残席がある場合）は12/5より。

チケット取扱い

文

文
窓文

※未就学児の入場はできません。
※販売方法に関しては、会館ホームページにて
　ご確認ください。

先行・割引

チケット発売中

4,000円
2,000円

一　般
ユース（25歳以下）

（全席指定）

14 ： 00  大ホール

20221／8 土
フューチャー・コンサート厚木公演

J.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」Op.367序曲／喜歌劇「こうもり」より“侯爵様、貴方のようなお方は"
喜歌劇「こうもり」より“田舎娘に扮する時は"／トリッチ・トラッチ・ポルカOp.214
ワルツ「ウィーンの森の物語」Op.325／ワルツ「美しく青きドナウ」Op.314　ほか

● 指揮・ナビゲーター 現田茂夫 ●ソプラノ 吉原圭子 ● 管弦楽 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
神奈川フィルハーモニー管弦楽団

神奈川フィル・チケットサービス
☎045-226-5107（平日 10：00-18：00）

吉原圭子現田茂夫

【お問い合わせ】

※未就学児の入場はできません。
※ユース券をご購入の方は、公演当日学生証等、年齢を
　確認できるものをご持参ください。
※2階に上がるエレベーターはございません。階段のみと
　なっております。
※前後左右1席ずつ座席を空けて販売しております。

※都合により曲目等変更になる場合がございます。

（神奈川フィル名誉指揮者）

チケット取扱い 窓文 ほかロ ぴ

ⒸK.Miura

神奈川フィル感染症対策についての取り組み
https://www.kanaphil.or.jp/news/1647/

※1996年4月1日以降に生まれた方が対象

車いす席 文

指揮者によるナビゲートで新年の愉悦をともに！

出演者

プログラム

所属や持ち味も異なる
四人が高座でぶつかり合う。
所属や持ち味も異なる
四人が高座でぶつかり合う。

3,500円（全席指定）
14 ： 00  小ホール
3／262022 土

車いす席

1/22（土） 10：00～

〈セット券の販売はありません〉

※発売初日は電話・ウェブ予約のみ。
　1人4枚まで。
※窓口での販売（残席がある場合）は1/23より。

チケット取扱い

文

文
窓文

※未就学児の入場はできません。
※販売方法に関しては、会館ホームページにて
　ご確認ください。

先行・割引

1/22（土）発売2022



12月 7日･14日･21日 1月 11日･12日･18日･25日

シルバーチケットは、会館窓口でお支払いされる方のみ、ご利用いただけます。
電話・ウェブ予約の場合は、支払い方法を「会館窓口引換え」に必ずご指定ください。
後日提出及び署名がないものは受付できません。

　　　［アート・メイツ（会館友の会）先行発売］につきましては、会館窓口での先行発売は
行いません。なお先行発売は良席やチケット購入を確約するものではありません。先行発売
やチケット割引に関する詳しい情報は、会員情報誌「アート・メイツ通信」をご覧ください。

　　　　　　　　　　●チケット発売初日は、公演により座席位置を選ぶことができません。その際、座席は先着順で前方から自動
的に決定します（自動配席）。●チケット発売初日に［電話・ウェブ予約のみ］の場合は、発売初日に電話・ウェブ予約をされた方から先着順
で前方から配席します。なお、発売翌開館日9時から行う［窓口販売］は、残席の中から座席を選択して購入することができますが、発売初
日に完売した場合は窓口販売を行いません。なお、［窓口販売］が先行する場合は、［電話・ウェブ予約］取り扱い分を若干用意いたします。
●予約されたチケットを分割して発券することはできません。●［車いす席］を希望される方は、予約・購入の際に必ずお申し出ください。

会館事務室（2階）にて直接ご購入いただけます。

電 話 予 約

チケット窓口

ウェブ 予 約
https://p-ticket.jp/atsugi-bunka

※チケット発売初日の購入方法は公演により異なります。予め各公演の発売情報をご確認ください。
※チケット発売初日は電話がたいへん混み合い、かかりにくい場合があります。
※記事の販売時間、制限枚数等は厚木市文化会館チケット予約センターの情報です。
　プレイガイドにより販売方法等が異なりますので、詳細は各プレイガイドにお問い合わせください。
※掲載されているチケット料金はすべて税込み価格となっております。
※チケット購入後のキャンセル・変更はできませんので、予めよくご確認のうえ、お求めください。
※チケットを紛失した場合、当日お手元にチケットをお持ちでない場合はご入場いただけません。（9：00～17：00 ※休館日を除く）

（10：00～17：00※休館日を除く）

チケットぴあ
イープラス eplus.jp（ネット予約のみ）厚木市文化会館チケット予約センター

☎046-224-9999

ぴ
ロ ローソンチケット

☎0570-02-9999（要Pコード）

プレイガイド

編集・発行／（公財）厚木市文化振興財団（厚木市文化会館）
〒243-0032 厚木市恩名1-9-20  TEL.046-225-2588  FAX.046-223-1439 URL https://atsugi-bunka.jp/休館日

★電話番号は、おかけ間違いのないよう、よくお確かめのうえおかけください。文化会館からのご案内

※ウェブ予約サービスをご利用いただくには利用登録が必要です。（登録無料）

チケットの購入方法

厚木市文化会館スケジュール 12月 ・ 1月

l -t ike.com
t.pia.jp

チケットの受取方法は、〈会館事務室〉でのお引き換え、または〈コンビニ決済・発券〉
をご利用いただけます。※ （委託チケット）はコンビニ決済をご利用できません。
代金引換郵便（手数料600円～）でのご案内となります。

文

（委託チケット）及び一部自主・共催公演はウェブ予約はご利用いただけません。注

窓文

文

文
文

公演日 開 演 催　　物 お問い合わせ入場方法

14：00
（大）

13：30
（小）

10：00
（展）

15：00
（大）

10：00
（小）

11：00
13：30
16：00
（大）

13：30
（小）

1
（水）

5
（日）

2
（木）

清水雅彦さん講演会
「9条改憲ストップ！～憲法を生かした政治・外交とは～」

フジコ・ヘミング 
with 東京フィルハーモニー交響楽団

〈特別企画〉ビデオ上映会 
「フジコ・ヘミングの時間」

第29回歌笑会
～歌って笑って健康になろう会～
クリスマスフェスタ

きかんしゃトーマス
クリスマスコンサート
ソドー島のメリークリスマス

2021瑞穂ゼーレ
チャリティーコンサート

西陣美術織 若冲 動植綵絵展
（5日まで。5日は16時まで。）

厚木シアタープロジェクトネクストステップ第10回公演
劇団扉座 創立40周年記念公演
ホテルカリフォルニア-私戯曲 県立厚木高校物語-
ラテンとジャズの饗宴
東京キューバンボーイズ VS
アロージャズオーケストラ

17：45
（大）

14：00
（小）

16
（木）

17
（金）
22
（水）

25
（土）

26
（日）

文

文

文

文

文

月
12

厚木市九条の会ネットワーク
☎046-247-6632

歌笑会（浜田）
☎090-3215-6996

瑞穂ゼーレ音楽教室
☎046-223-5862

tvkチケットカウンター
☎0570-003-117

西陣美術織全国巡回展実行委員会
☎072-808-2223

リトルビート
☎050-5375-1796

1,000円
（全席自由）

（要整理券）

前売500円
（全席自由）

3,050円
（全席指定）

公演日 開 演 催　　物 お問い合わせ入場方法

17：00
（大）

10：00
（集）

10：30
（小）

10：00
（展）

10：30
（集）

14：00
（大）

6
（木）

8
（土）

22
（土）

27
（木）

19
（水）

16
（日）

ウェブ予約のみ

第30回歌笑会
～歌って笑って健康になろう会～

第2回ルピナス発表会

アイコー展示会（28日まで。）

月
1

自 由

自 由

無 料

自 由

オフィスマジカルおじさん
☎080-5831-9758

（公財）厚木市文化振興財団
☎046-224-9999（公財）厚木市文化振興財団

☎046-224-9999

（公財）厚木市文化振興財団
☎046-224-9999

（公財）厚木市文化振興財団
☎046-224-9999

きゃりーぱみゅぱみゅ
10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022

厚木市文化協会
コラボ歌謡・展示大会

神奈川フィル 
フューチャー・コンサート
厚木公演

マジカルおじさんの
冬休みマジック教室＆SHOW

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
☎045-226-5045

歌笑会（浜田）
☎090-3215-6996

ホットスタッフ・プロモーション
☎03-5720-9999

放課後デイサービス ルピナス
☎046-258-6822

株式会社アイコー
☎046-228-2255

11：00
（小）

厚木市文化協会
☎046-242-4226

一　般4,000円
ユース2,000円
（全席指定）一般4,500円

学生2,000円
（全席指定）
一般6,000円
学生3,500円
（全席指定）

S席9,800円
A席8,000円
B席6,000円
（全席指定）

前売1,700円
当日1,900円
高校生以下1,500円
（全席自由）

（大）＝大ホール 　（小）＝小ホール 　（集）＝集会室 　（展）＝展示室 　（和）＝和室

※一般の方が入場できる催し物のみ掲載しております。※この情報は2021年11月11日現在のものです。
※開演時間、入場方法等は変更される場合があります。詳しくは各主催者へお問い合わせください

＝文 ＝文 ＝ 電話予約のみ＝

委託チケット及び一部自主・共催公演はウェブ予約、コンビニ決済はご利用いただけません。注

窓文 窓文

文

文

文

文

6,600円
（全席指定）

1,000円
（全席自由）

●ご予約はパソコンやスマートフォンからいつでも、どこでも24時間受付。
　文化会館「友の会」の入会・更新のお手続きもできます。

●お支払いやチケット受け取りはお近くのセブンーイレブン、ファミリーマートで24時間受付。
お支払い方法 ： セブンーイレブン［現金・nanaco・クレジットカード］、ファミリーマート［現金のみ］

●お支払いはクレジットカードでのウェブ決済で。VISA、JCB、Masterがご利用いただけます。

https://p-ticket.jp/atsugi-bunka

※メンテナンスのため一時サービスを停止することがあります。 ※ウェブ予約サービスをご利用い
　ただくには利用登録が必要です。
　（登録無料）

▶ウェブ予約サービス利用
　登録はこちらから

厚木市文化会館チケットウェブ予約 いつでも・どこでも・簡単・便利

無 料
（申込制）

2,000円
（申込制）

　厚木市文化振興財団では、次世代を担う子どもたちや若者が文化会館を拠点として厚木の
文化芸術を、世界に発信できるような環境づくりを始め、演劇、伝統芸能の公演、コンサートな
ど多彩な事業の実施等を通して、豊かで潤いのある地域文化を皆様とともに創り上げていき
たいと考えております。そこで、厚木市における芸術文化の一層の振興と発展のため、ご寄附
をお願いいたしております。是非、皆さまからのご協力をお願いいたします。

個人寄附に対する税の優遇措置として、以下の二つの制度があり、どちらか有利
な方を選択できます。「税額控除」を選択された方が、「所得控除」よりも有利にな
る場合が多いです。

法人税（国税）の計算において、公益財団法人に対する寄附金は、一般寄附金の
損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

※寄附金につきましては、所得税法第７８条及び法人税法第３７条第４項該当の控除の対象になります。

財団事務局までお電話頂ければ、寄附金申込書をお送りします。
なお財団のホームページから、お申込書をダウンロードして頂くこともできます。
（大変恐れ入りますが、一口3,000円からお願いをさせて頂きます。）
寄附者の内、希望される方には文化会館の様々なイベントのご案内をお送りします。

寄 附 の お 願 い

寄附の
お申込み

（公財）厚木市文化振興財団への寄附は税の優遇措置が受けられます！！

課税所得からの控除額
＝（ご寄附された金額の合計 －2,000円）

所得控除 税額控除
税額からの控除額
＝（ご寄附された金額の合計 －2,000円）×40%
※ただし、控除額は年間所得税額の25％が限度※ただし、控除額は年間所得税額の40％が限度

●控除を受けるには 控除を受けるには確定申告を行うことが必要です。
「寄附金受領証明書」と「税額控除に係る証明書」を添付して税務署に申告してください。

申告の詳細については、お近くの税務署またはお住いの市区町村にお問い合わせください。

▶個人寄附の
　場合

▶法人寄附の
　場合

〒243-0032 厚木市恩名1-9-20
寄附金のお問い合わせ

公益財団法人厚木市文化振興財団（厚木市文化会館）
☎046-225-2588 FAX046-223-1439

イベント託児サービスのご案内

3月4日（金）・5日（土）
冒険者たち
～JOURNEY TO THE WEST～

■対　　象　0歳～12歳（小学生）まで
■託児会場　厚木市文化会館内
■託児料金　2,000円

ご予約・お問い合わせ
イベント託児・マザーズ 0120-788-222
（平日 10：00～12：00／13：00～17：00）

対象公演 マークのついている
公演が対象となります。

託 児

年末年始の休館日＝12月28日～1月4日

厚木市文化会館では、館内に臨時託児ルームを用意し、コンサート等をご鑑賞される
お客様のお子さまをお預かりする、託児サービスをご用意いたしました。ご利用の
際は、対象公演をご確認の上、イベント託児・マザーズにお申し込みください。

新型コロナウィルス感染症拡大予防のためにお知らせとお願い

マスクの着用を
徹底しましょう

お 客 様 へ ご 協 力 の お 願 い
来場時の検温来場時の検温手指の消毒、手洗いを

定期的にしましょう
適切な距離を
保ちましょう

来場情報の登録 飛沫感染の防止

大勢での近距離での会話は
お控えください。

ホールロビー・客席での
食事はできません。

ホール内での
食事はできません

【安心安全にご来場いただくために、ご理解ご協力をお願い申し上げます】

LINEコロナお知らせシス
テム等へのご登録をお願
いいたします。

感染症拡大防止のために
お知らせとお願い

ご来場前にご確認ください


