厚木市文 化会 館 ニュース

チケットのお求めは
文

厚木市文化会館チケット予約センター

☎046‑224‑9999 /10：00〜18：00
厚木市文化会館 窓口 / 9：00〜18：00
〈 休館日：毎週火曜・祝日の翌日〉

窓

2

平成29年

［第82号］

偶数月1日発行／次号は4月1日発行

東京スカパラダイスオーケストラ
2017 全国ホールツアー

TOKYO SKA

ゴ ー ル デ ン ウィ ー ク だ よ

よしもと大爆笑まつりin 厚木 2017
5／6 土

19：00 大ホール
前売 3,500円
（全席指定）
当日 4,000円

Has No Border

タカアンドトシ

NONSTYLE 石田

2月11日（土）発売

文＝

（10：00〜）

※発売初日は電話予約のみ。
1人4枚まで。座席選択不可。

窓 ＝［ 2月12日
（日）9：00〜］
チケット 文 ミ ロ ぴ
車いす席 文

ハリセンボン

フルーツポンチ

ほか

※5歳以上有料。4歳以下膝上無料。但し
お席が必要な場合は有料。
※シルバーチケットは4/29（会館窓口
購入）まで利用可。

出演：タカアンドトシ、NONSTYLE石田、ハリセンボン、フルーツポンチ、ライス、ミキ、囲碁将棋

NHK公開収録

6／18 日

18：00 大ホール
6,200円（全席指定）

五 木 ひ ろし

3月11日（土）発売
文＝

（10：00〜）

※電話予約のみ。
会館窓口・ネット予約なし。
※1人4枚まで。座席選択不可。

チケット 文 ※会館先行販売。
［4月8日（土）発売： ロ ぴ
］

※未就学児の入 場はできません。
※シルバーチケットは6/11（会館
窓口引換え）まで利用可。
※車いす席をご希望の方は、チケット
購入前に、ホットスタッフプロモー
ション（☎03‑5720‑9999）に
ご連絡ください。

◀ 返信用 うら面

しないでください

この面に何も記入

厚木市恩名 １ ︱９
︱

◀ 往信用 うら面

① 郵便番号

②住 所

※ピアノは川﨑龍になります。

をご記入ください

※未就学児の入場はできません。
※シルバーチケットは公演当日まで
利用可。

③名 前

ほか

車いす席 文

243 0032

20

▶ 返信用 おもて面

チケット発売中
チケット 文 ミ ロ ぴ

申込方法 入場は無料ですが、入場整理券が必要です。

事前申し込み制

2月8日（水）必着

郵便往復はがき
（私製を除く）
の、●往信用裏面に、郵便番号・住所・名前・電話番号
●返信用表面に、郵便番号・住所・名前を記入して、お申し込みください。
厚木市文化会館

14：00 大ホール
S席 4,000円
（全席指定）
A席 3,000円

五木ひろし、伍代夏子、竹島宏、丘みどり、徳永ゆうき
猫ひろし、友近、トレンディエンジェル
（斎藤司・たかし）

歌う！
SHOW学校
係

3／4

土

●出演

▶ 往信用 おもて面

高嶋ちさ子 ピアノクインテット

3／3

歌手・五木ひろしさんを先生役として、
金
懐かしい歌謡曲から最新の音楽まで、
歌いながら楽しく授業するNHKの音楽バラエティ番組 18：15 大ホール
「歌う！SHOW学校」の公開収録の開催が決定しました。
入場無料
●日時 3月3日（金） 開場／17：30 開演／18：15 終演／20：50（予定） 郵便往復はがきによる

① 郵便番号
②住 所
③名 前
④ 電話番号
をご記入ください

〒243‑0032 厚木市恩名1‑9‑20

申込先 厚木市文化会館「歌う！SHOW学校」係
※応募者多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整
理券（１枚で２人入場可）を、落選の方には落選通知を、
2月15日（水）に発送します。
※1歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
※「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙の
ままお送りください。紙・シール等の貼り付け、修正液の
ご使用もご遠慮ください。
※インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的としたお申し込みであると判明した場
合には、抽選対象外とします。また売買が確認された場
合は入場をお断りします。
※ご応募の際にいただきました情報は、抽選結果のご連絡
の他、NHKでは受信料のお願いに使用させていただく
ことがあります。

お問い合わせ 厚木市文化会館 ☎046‑225‑2588 NHK横浜放送局 ☎045‑212‑2822

あつぎ舞台アカデミー●メンバー募集

あ つ ぎ 舞 台 ア カ デ ミ ー
● 活動内容

① 通常レッスン（通年※８･９月除く・月3回程度／年30回）
演劇・ダンス・ヴォーカル／1レッスン180分

※レッスン日程は講師のスケジュールに準じて決定します。

舞台公演「ドリーム・ドリーム・ドリーム」

② 舞台公演「ドリーム・ドリーム・ドリーム〜season7〜」 アカデミーに参加するのは小学４年か
ら中学２年までの子どもたち。
「すごい
公演：8月末 稽古：7月下旬〜8月（週5〜6日程度）

先生に教えてもらえるのでレッスンが毎
回楽しみ」
「 公 演をやり遂げると感 動
で大泣きしちゃう」
「本音をぶつけ合え
る大切な仲間ができた」と瞳を輝かせ
※本活動を優先して参加することができる方。
ます。
子どもたちが大きな成長を遂げる
● 参加費
場は、
８月に上演する舞台公演「ドリー
① 通常レッスン：年間 50,000円（5回分納）
ム・ドリーム・ドリーム」の公演前に行わ
② 舞台稽古参加費：17,000円
れる夏休みの集中稽古。多くの人と団
※その他衣装など個別に購入をお願いすることがあります。 結して舞台を創る１か月間はかけがえ
のない時間となります。メンバー内のオ
● オーディション
ーディションで勝ち抜いた人だけがソ
▶日 時：４月22日（土）1 3：00〜 ※当日は事業説明を
ロで歌う権利を獲得できるなど仲間た
兼ねて簡単な保護
▶会 場：厚木市文化会館 展示室
ちと切磋琢磨し合える環境が “ あつぎ
者面談を行います。
▶参加費：無料
舞台アカデミー” にはあります。

● 応募資格

平成29年4月時点で小学４年生〜中学２年生の方

子 ど も た ち の 才 能 を 発 掘 し 育 て た い
あつぎ舞台アカデミーは、厚木高校出身で劇作家・演出家の横内謙介さんの強い思い
から２０１０年に生まれました。参加する子どもたちは、第一線で活躍する講師から演劇
とダンス、ヴォーカルの指導を受け、毎年夏休みの終わりに舞台公演「ドリーム・
ドリー
ム・ドリーム」を披露します。優れたアーティストを育てる “人づくり” と、一つの作品を
協力し創り上げる “舞台づくり” を実践するあつぎ舞台アカデミー。エンターテイメント
の世界への最初の一歩を厚木市文化会館の舞台から踏み出してみませんか？
文 厚木市文化会館チケット予約センター

046‑224‑9999

窓 会館窓口

ミ 本厚木ミロードプレイガイド ☎046‑230‑3291（店頭販売のみ）
イープラス eplus.jp（ネット予約のみ）

応募
方法

応募用紙に必要事項を記入の上、期日までに厚木市文化会館に郵送またはご持参のうえ、
オーディションにご参加ください。なお、応募用紙・要項は2月下旬より会館２階事務室にて
配布のほか会館ウェブからダウンロードができます。 応募用紙締切：４月2０日
（木）必着

マイタウンクラブ（ネット予約）www.mytownclub.com

ロ ローソンチケット ☎0570‑084‑003（要Lコード）

アート・メイツ
（会館友の会）
割引・先行販売対象公演

ネット予約はアート・メイツ会員及び
マイタウンクラブ加入者のみ利用可

ぴ チケットぴあ ☎0570‑02‑9999（要Pコード）

シルバーチケット
（厚木市保養施設等利用助成券）
助成対象公演（ 窓 のみで利用可）

Peace of the Earth 2017

3／25 土

厚木ジャズ祭

①10：30 ②14：30
大ホール
前売 2,800円（全席指定）
当日 3,000円
チケット 文 ロ ぴ
車いす席 文

ビッグエイトジャズオーケストラ
（厚木）
ZAMAビッグバンドジャズオーケストラ
（座間）
Swing Medical Jazz Orchestra（相模原）
JAZZ ENSEMBLE阿夫利（伊勢原）
（厚木・大和）
BIG18オーケストラ
ビッグハードオーケストラ
（秦野）

ほか

13：00 大ホール

2017

●出演団体

チケット発 売 中

5／14 日

500円（全席自由）

チケット発売 中
チケット 文 ミ ほか
※未就学児の入場はできません。
※車いす席をご希望の方はチケット購入後
公演前日までに 文 にご連絡ください。
※当日券売場はたいへん混雑します。
前売券をご利用ください。

※3歳以上有料。2歳以下のお子様は保護
者1名につき、1名まで膝上に限り無料。
但し、お席の必要な場合は有料。

終演後
ウルトラヒーローとの
！
握手会があるよ！

Ⓒ円谷プロ

お問い合わせ
厚木税務署
☎0462213261
17：00 東日本大震災復興支援映画上映会 1,000円 厚木ＹＭＣＡ
（全席自由） ☎0462231441
3 （小） 「飯館村の母ちゃんたち 土とともに」
（金） 13：00 平成28年度こどもアート展（11日まで。）
自 由 厚木市教育委員会（学校教育課）
（展） （4〜11日は9時30分から。6・7日は休み。11日は15時まで。）
☎0462252675
10：00 平成28年度市民防災研修会
厚木市
（危機管理課）
自由
☎0462252190
4 （大） 及び避難訓練コンサート
（土） 14：00 平成28年度かながわ子ども
自 由 厚木市教育委員会（学校教育課）
（小） スマイルウェーブinあつぎ
☎0462252660
9：45
5
自 由 厚木市連合吟詠会
厚木市連合吟詠会春季発表会
（日） （小）
☎0462464025
11 13：30
申込制 厚木市（地域包括ケア推進担当）
地域包括ケア市民講演会
（小）
（土）
☎0462252047
厚木市文化振興財団
文 3,000円 （公財）
12 14：00 あつぎ寄席
（日） （小） 林家木久扇・瀧川鯉昇二人会 （全席指定） ☎0462249999
一般社団法人実践倫理宏正会相模ブロック
15 10：00 一般社団法人実践倫理宏正会
自由
☎0462077686
（水） （小） 相模ブロック女性の集い
藤の会
（山崎）
12：30
自由
第10回そよ風祭
☎0462471600
18 （小）
（土） 10：00
（株）
CONY
JAPANスペースアップ厚木店
厚木市民リフォーム祭（19日まで。） 自 由
（展）
☎0462973820
19 12：00 第44回相模人形芝居大会
自 由 厚木市教育委員会（文化財保護課）
（日） （大）
☎0462252060
22 10：00 確定申告無料相談会
自 由 東京地方税理士会厚木支部
（水） （集） （受付は15時まで。）
☎0462235843
24 9：50 「はやぶさ」
「沖田真早美」と共に 文 前売1,000円
ビクター歌謡教室厚木歌謡スタジオ
当日1,800円
（金） （小） 第14回ビクター厚木ふれあい歌謡祭（全席自由） ☎0462973715
ホットスタッフプロモーション
文
6,900円 ☎0357209999
17：00 クレイジーケンバンド
（全席指定）
25 （大） 香港的士2017
（公財）
厚木市文化振興財団
（土）
☎0462249999
11：00
自 由 ASJ厚木スタジオ（株式会社 小島組）
建築家展（26日まで。）
（展）
☎0120053159
26 17：00 厚木シビックウインドシンフォニー 自 由 厚木シビックウインドシンフォニー
（日） （大） 第5回定期演奏会
☎0462412861
10：30
990円 神奈川県央映画社
14：00 映画
「海よりもまだ深く」
（当日販売のみ）
27 （小）
☎0463938046
（月） 13：30
無 料 公益社団法人厚木法人会
法人税・消費税の基礎について
（集）
（申込制） ☎0462211055

自由

公演日

開演
催
物
入場方法
お問い合わせ
18：15 NHK公開収録
申込制 厚木市文化会館
観覧2/8必着 ☎0462252588
3 （大） 「歌う！SHOW学校」
（金） 18：00 厚木商工会議所女性会チャリティーコンサート 3,500円 厚木商工会議所女性会事務局
（小） 西口久美子（青い三角定規）、ザ・リリーズ、太田美知彦 （全席自由） ☎0462212153

月

3

入場方法

14：00 高嶋ちさ子
（大） ピアノクインテット

4
（土） 14：00
（小）

（ 大）＝大ホー ル

文 S席4,000円（公財）
厚木市文化振興財団

A席3,000円
（全席指定） ☎0462249999
文 前売3,500円 BBMP実行委員会
BBMP Vol．
10
当日4,000円
ボンボアハーモニカコンサート （全席指定） ☎09022286427

（ 小 ）＝小ホール

（展 ）＝展 示室

（集 ）＝集 会室

（ 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。※この情報は平成29年1月5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。

チケットのお求め・お問い合わせ

チケットの購入方法
電

話

予

約

窓 会

館

窓

口

マイタウンクラブ
（ネット予約）

文

3

公演日

月

開演
催
物
2
9：30
（3日まで。）
（木） （集） 確定申告無料相談会

月

2

厚木市文化会館スケジュール 2月・3月

公演日

開演

催

物

入場方法

（集）

10 18：30
第18回定期演奏会
（金） （小）
：30 劇映画
11 10
14：00
（土） （小） 「母 小林多喜二の母の物語」
11：30
15：00
（大）

12
（日） 10：15
（集）

爆笑！
！お笑いスペシャルライブ
なかよし薬局 市民講座

14：00

（全席自由） ☎09089486333

自由

当日1,800円
（全席自由） ☎03-5332-3991

文 前売4,000円（株）
アイエス

当日4,500円
（全席指定） ☎0333553553

（株）イノベイションオブメディカルサービス
☎0462222801
SS席8,640円 株式会社夢グループ
S席7,560円
（全席指定） ☎0570064724

自由

18：00 森昌子45周年記念コンサート
16 （大）
（木） 14：00 大矢博文さんのハーモニカ
文 前売 500円 あつぎ・九条の会
当日 700円
（小） 小沢隆一慈恵医大教授の講演 （全席自由） ☎08031723441
20 16：00 厚木市立小鮎中学校吹奏楽部
自 由 厚木市立小鮎中学校吹奏楽部
（月） （大） 第10回定期演奏会
☎0462411428
17：30 厚木市立厚木中学校吹奏楽部
自 由 厚木市立厚木中学校吹奏楽部
☎0462213227
23 （大） 第8回スプリングコンサート
（木） 18：00 県立厚木北高等学校吹奏楽部
自 由 県立厚木北高等学校吹奏楽部
（小） 第7回定期演奏会
☎0462418425
：30
990円 神奈川県央映画社
24 10
「燦燦」
14：00 吉行和子の映画
（当日販売のみ） ☎0463-93-8046
（金） （小）
文
ｔ
ｖ
ｋチケットカウンター
10：30 ウルトラマンライブ
前売2,800円
☎0456639999
当日3,000円
14：30
25 （大） Peace of the Earth 2017 （全席指定）（公財）厚木市文化振興財団
☎0462249999
（土）

10：00
ピアノ発表会
（小）

自由

13：00 厚木東高校吹奏楽部
（大） 第30回定期演奏会

26
（日） 10：00 第37回瑞穂ゼーレ音楽教室
（小） 演奏発表会
16：30 厚木市立睦合東中学校吹奏楽部
27 （大） 第11回定期演奏会
（月） 10：00
第33回かながわ音楽コンクール
（小）

17：30 神奈川県立厚木西高等学校吹奏楽部
29 （大） 第30回定期演奏会
（水） 18：30 第5回あつぎ高校合唱祭
（小）

17：00 稲村真実バレエスタジオ
（大） 第15回発表会

30
（木） 10：30

自由
自由
自由
自由
自由
自由
自由

第14回バラエティー歌謡の集い

自由

18：00 神奈川県立平塚中等教育学校吹奏楽部
（大） 第3回定期演奏会

自由

（小）

31
（金） 18：30 県立厚木西高等学校合唱部
（小） スプリングコンサート

プレイガイド

会館窓口にて直接ご購入いただけます。

（受付時間 9：00〜18：00 ※休館日を除く）

www.mytownclub.com

※アート・メイツ会員及びマイタウンクラブ加入者のみ
利用できます。
※一部の公演でご利用いただけます。

東京工芸大学学友会吹奏楽団
☎08067208232

文 前売1,400円（株）
現代ぷろだくしょん

自由

厚木市文化会館チケット予約センター ☎046‑224‑9999

厚木市文化会館チケット予約センター
☎046‑224‑9999

お問い合わせ

（公財）
厚木市文化振興財団
14：00 あつぎ寄席
完売
☎0462249999
5 （小） 特選！よったり落語会
前売 800円 学校給食と子どもの健康を考える会・厚木
（日） 14：00 講演会
当日1,000円
（集） 「じょうぶな子どもを作る基本食」（申込制） ☎08056690213
12：00 写真部学外展
自 由 東京農業大学写真部
☎08046799078
8 （展） （9日まで。9日は10時から。）
前売2,000円 津田佳世子音楽事務所
（水） 13：00
津田佳世子ハーモニカコンサート 当日2,500円

ミ 本厚木ミロードプレイガイド
ロ ローソンチケット
ぴ チケットぴあ
イープラス

菊池淳子
☎0462418961
県立厚木東高等学校吹奏楽部
☎0462213159
瑞穂ゼーレ音楽教室
☎09026477802
厚木市立睦合東中学校吹奏楽部（野沢・伊藤）
☎0462215956
かながわ音楽コンクール事務局
☎0452270779
県立厚木西高等学校吹奏楽部
☎0462481705
厚木合唱連盟
☎0462911787
稲村真実バレエスタジオ
☎0462412110
バラエティー厚木
☎0462234123
県立平塚中等教育学校吹奏楽部
☎0463340320
県立厚木西高等学校合唱部
☎0462483293

受付時間 10：00〜18：00
※休館日を除く

☎046‑230‑3291（店頭販売のみ）
☎0570‑084‑003（要Lコード）
☎0570‑02‑9999（要Pコード）

eplus.jp（ネット予約のみ）

※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。※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。※チケット料金はすべて税込表示となっております。

［シルバーチケット］をご利用される方は、予約・購入の際に必ずお申し出ください。
文 からのご案内 ★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。
チケットの引換は会館窓口のみとなります。後日提出はできません。
●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。また、チケット発売初日に［電話予約のみ］の場合は、電話予約を
［アート・メイツ（会館友の会）先行販売］につきましては、会館窓口での受付は行い
された方を優先して配席します。
［窓口販売］は発売翌日9時から行い、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は行いません。なお、
［窓口販売］が先行する場合は、
［電話予約］取り扱い分を若干用意しております。 ません。なお先行販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。先行販売や
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。 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。

休館日 2月 7日・13日・14日・21日・28日 3月 7日・14日・21日・22日・28日

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 http://atsugi-bunka.jp/

