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※イべント掲載の内容は2014年5月末の情報です。最新情報は逗子文化プラザ
ホールのホームページでご確認ください。

※各催しは、主催者の都合により時間、料金、内容等の変更が行われる場合が
あります。詳しくは各主催者へお問い合わせください。

※★は逗子文化プラザホールでチケット取扱いあり。取扱いは催事日の3開館
日前まで。★が表示されている催事でも、主催者都合により本紙発行日まで
に販売が始まっていない場合もございますのでお問い合わせください。

※本紙発行時にチケットが完売している場合もあります。ご了承ください。

開演 14：00（開場 13：30）

【全席自由】（前売り）

チケット発売中

参加者募集

7月12日（日）チケット発売

9月6日（日）チケット発売

2015年　逗子サロンコンサート定期演奏会

主催・問合せ先 ： 逗子サロンコンサート（松本）　携帯 080-5640-6043　TEL&FAX 0467-24-6043　HP http://www.7a.biglobe.ne.jp/̃zushisalon

０才からのコンサート
こどもブリッツ
8月2日（日）

劇場リアル謎解きゲーム
《怪人からの脱出》
8月2日（日）
燃えよ剣
9月18日（金）

コンドルズ・ダンスパフォーマンス
10月11日（日）

クリスマスファミリーイベント
ストリングラフィ・アンサンブル・
コンサート
12月20日（日）

逗子の魅力全開！
踊ろう! ダンスでつなぐ
逗子のまち
Ａ日程：7月 8日（水）申込締切
Ｂ日程：7月16日（木）申込締切

ホール開館 10周年
記念作品制作ワークショップ
定員になり次第締切

逗子パフォーマーズフェスタ
8月31日（月）応募締切

神奈川フィルの名手たち in 逗子
「逗子ジュニア・ストリングス」
9月13日（日）応募締切

平田耕治TANGO WORKS
12月5日（土）

なぎさブラスゾリステン
コンサート第11回
9月30日（水）

ありがとう！さざなみホール

14：30開始

さざなみホール

14：30開始

さざなみホール

13：00開始

10：00～16：00
ギャラリー

10：00～17：00
ギャラリー

10：00～
17：00

ギャラ
リー

10：00～16：00

ギャラリー

さざなみホール

さざなみホール

好評発売中

好評発売中

【曲目】弦楽合奏：A.ヴィヴァルディ《四季》全曲ほか
津軽三味線独奏：津軽じょんから節ほか
歌・三味線・チェンバロ・弦楽合奏：
信長貴富・ヴィヴァルディが見た日本の四季

第58回  和と洋で奏でる“四季”コンサート

福居秀大 飛松利子佐藤悠紀

【出演】佐藤悠紀、福居秀大、西優樹、宮崎桃子、
　　　米納真紀子、荒井美乃、飯島和葉、伊久希

9月6日（日）

一　　　般 2,500 円
高校生以下 1,000 円

第12回「秋の音楽講座  ウィーンに暮らした音楽家たち  全4回」
講師　飛松利子（ピアニスト）
お話・映像・生演奏　10：00～12：00
全席自由・受講証 4,000円（全4回）定員100名

10月13日（火）モーツァルト・ハイドン・ベートーヴェン
10月29日（木）ショパン・シューマン・リスト
11月12日（木）ワーグナー・ブラームス・ドボルザーク
11月26日（木）ブルックナー・マーラー・R．シュトラウス

10：00～12：00 10：00～12：00 10：00～12：00 

日本人の侍が初めてニューヨークに来た時、その威風堂々とした礼節ある姿を梵天
の民と呼んだ（詩人ホイットマン）香川宜子著「アヴェ・マリアのヴァイオリン」より

11：00開演
なぎさホール

①13：30開演
②16：30開演

なぎさホール ①13：30開始
②16：30開始

なぎさホール

11：00開演
なぎさホール



※公演の日時・内容・出演者は、やむを得ず
　変更になる場合がございます。

なぎさホール・さざなみホールでこんな企画を実現したい！ その希望をホールが自主事業、あるいは
ホール共催事業として一緒になってカタチにする「市民企画事業」の募集にあたり、募集要項につい
ての説明会を行います。今回応募を検討されている方、いつか私も、という方も、ぜひご参加ください。
　※募集要項はホール 1F 窓口にて配布中です。ホールホームページでダウンロードもできます。

〔日　　時〕7 月19 日 ( 日 )14:00 ～ 15:00 〔会　　場〕逗子文化プラザさざなみホール
〔参 加 費〕無料 〔定　　員〕50 名 ※先着順 
〔対　　象〕イベント企画に興味のある一般（社会人）の方
〔申込方法〕当日 13:45 よりさざなみホール入口にて先着受付

「市民企画事業」説明会を開催します！

〔練 習 日〕 2015年11月16日（月）、
  12月 7 日（月）、22日（火）、
 2016年 1 月 8 日（金）※全4回、時間未定

〔本　　番〕 2016年 1 月 9 日（土）
〔募集楽器〕 ヴァイオリン4名、ヴィオラ4名、チェロ3名、
 コントラバス2名 ※オーディションあり
 バッハ：G線上のアリア、ボッケリーニ：メヌエット、
 モーツァルト：ディヴェルティメントK.136 他

〔応募条件〕 逗子市在住・在学の小中高生で器楽演奏経験を有する者。
〔参 加 料〕  5,000円
〔応募方法〕 住所、参加者氏名（ふりがな）、性別、楽器名、学校名、学

年、保護者署名、電話番号、ファックス番号、メールア
ドレスを明記の上、編集・加工されていない任意の楽曲
１曲（MDまたはCD-R録音）を同封し、郵送またはホー
ル窓口「逗子ジュニア・ストリングス」係へ。

〔募集期間〕  8月1日（土）～ 9月13日（日）必着。

1月9日に開催される「神奈川フィルの名手たちin逗子」で神
奈川フィルのメンバーと一緒に演奏をする、逗子ジュニア・
ストリングスのメンバーを募集します！プロと一緒に演奏が
できる貴重な機会です。ぜひご参加ください。
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なぎさホール

なぎさブラスゾリステンコンサート第11回

なぎさホール

ストリングラフィ・アンサンブル・コンサート
クリスマスファミリーイベント

神奈川フィルの名手たち in 逗子
「逗子ジュニア・ストリングス」

ホ ス 逗 島 芸

チケット発売中
9月18日（金）

なぎさホール

燃えよ剣～土方歳三に愛された女、お雪～
激動の時代を背景に、土方歳三と熱い恋を生きた女“お雪”。
女優、十朱幸代による司馬遼太郎の傑作「燃えよ剣」の逗子特
別公演が決定！世代を越えて広く愛される物語の数々から、女
性に焦点をあて、演じる者とみる者が一体となってその一生を
体験するお芝居です。名女優のひとり語りと生演奏でお贈りす
る日本文学の名作を、じっくりとお楽しみください。

〔出演〕十朱幸代（語り）、宮川彬良（ピアノ演奏）
〔原作〕司馬遼太郎　「燃えよ剣」（新潮社刊）より　
〔上演台本・演出〕笹部博司
〔音楽〕宮川彬良
〔制作協力〕オフィスサラ
〔企画製作〕
　りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館　
　りゅーとぴあ発 物語の女たちシリーズ

開演15：00（開場14：30）
全席指定 3,000円
※未就学児は入場できません。 Ⓒ長谷川洋三

Ⓒ石黒ミカコ ［出演］ なぎさブラスゾリステン

〔プログラム〕
 和田薫：逗子文化プラザホール開館 10 周年記念委嘱作品
 J. ウィリアムズ：オリンピックファンファーレとテーマ
 J. シュトラウス 2 世：美しき青きドナウ
 L. アンダーソン：シンコペーテッド・クロック　他

毎年大好評の平田耕治
によるタンゴコンサー
ト。今年は演奏を間近
に聴けるさざなみホール
で開催します。アルゼ
ンチンタンゴダンサーを
ゲストに迎え、さらに情
熱的にコンサートを盛り
上げます。

糸でんわで奏でる音楽と絵本の世界。子どもた
ちのためのクリスマススペシャルコンサートです。

平田耕治 ＴＡＮＧＯ WORKS

［出演］
平田耕治（バンドネオン）
須藤信一郎（ピアノ）
鈴木慶子（ヴァイオリン）
利幸＆未記（ダンサー）

［出演］ 水嶋一江
　　　　＆
　　　 ストリングラフィ・アンサンブル

全席指定 〔一　　般〕 4,000円
　　　　 〔高 校 生〕 2,500円
　　　　 〔小中学生〕 1,000円

9月30日（水）
開演19：00（開場18：30）

ホ ス 逗 島 芸チケット発売中

※未就学児は入場できません。

全席自由 おとな（中学生以上）1,000円
こども（０才から小学生）500円

開演11：00（開場10：30）

全席指定 3,500円
※未就学児は入場できません。

12月5日（土） 12月20日（日）
［１ｓｔ．］ 開演14：00
 （開場13：30）

［２nd．］ 開演18：00
 （開場17：30）

ホ ス 逗 島 芸

チケット
発売
9/6（日）

ホ ス 逗 島 芸

チケット
発売
9/6（日）

演奏予定
曲　　目

参加者募集

〔開 催 日〕 2015年11月15日（日）　時間未定

〔会　　場〕 逗子文化プラザさざなみホール

〔出演資格〕 住所、年齢、ジャンル不問。但し未成年は要保護者
承認。

〔応募方法〕 エントリーシートの必要事項記入のうえ、編集・加
工されていない曲１曲（5～10分程度、MD,CD-R等）
を同封し郵送、またはホール窓口「逗子パフォーマー
ズフェスタ」へ。

 ※エントリーシートは募集チラシ裏またはホール
ホームページでダウンロードできます。

 ※スケジュールや選考方法等詳しくはチラシまたは
ホールホームページをご覧ください。

〔募集期間〕 2015年7月1日（水）～ 8月31日（月）必着。

逗子パフォーマーズフェスタ 出演者募集

さざなみホールをライブハウスとして大解放！！

逗子アートフェスティバル2015連携公演

最高の設備と環境で、演奏してみませんか？演奏やパフォー
マンスに自信のある方、イベントを楽しく盛り上げてくれる
方大歓迎！是非ご応募ください♪

司馬遼太郎

ホールの開館を機に誕生した、日本
の金管打トップ奏者11名によるスー
パーアンサンブル、「なぎさブラスゾ
リステン」。なぎさブラスのこれま
での歴史を振り返る作品の数々、そ
して和田薫氏の新曲など、ホールの
開館10周年にふさわしいプログラム
で例年以上に盛り上げます！毎年恒
例となっている、舞台と客席が一体
となって楽しめるよう考え抜かれた
プログラム構成や遊び心満載のス
テージで、今年もご来場の皆様を魅
了します！

さざなみホール

糸の森のクリスマス音楽会

全席指定　一般 1,000円　高校生以下 500円

開演13：30（開場13：00）

午後の公演終了後約1時間　定員20名（要予約）

ストリングラフィ・アンサンブル・
コンサート 森の記憶

公演を楽しんだあとは、実際にストリングラフィを作ってみましょう。

参加費：500円　対象：小学4年生以上
参加方法：午後の公演のチケットご購入後、逗子文化プラザホール１F
窓口またはお電話（046-870-6622）にてお申込みください。

作ってみよう！ わたしだけのストリングラフィ

※未就学児は入場できません。

さざなみプレミアムコンサート

（ハンドネオン）

平田耕治

須藤信一郎

利幸＆未記

鈴木慶子

※0才からチケットが必要です。

約100本もの絹糸から紡ぎだされる幻想的な
音色。「ストリングラフィ」の演奏とパフォーマ
ンスで素敵なクリスマスを過ごしませんか。

※４月号より時間が変更になっています。ご注意ください。

世界的に権威のあるランパル国際
フルートコンクールの覇者であり、こ
の秋にはN.Y.カーネギーホールデ
ビューも決定している若手気鋭のフ
ルーティスト・上野星矢氏の湘南地
域では初となるソロリサイタルです。

〔出演〕上野星矢（フルート）
　　　佐野隆哉（ピアノ）

〔プログラム〕
プーランク：フルートソナタ
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
ダマーズ：演奏会用ソナタ
フランク：ヴァイオリンソナタ（フルート版）
ボルヌ：カルメンファンタジー

なぎさホール

上野星矢 フルート・リサイタル
～同時開催：高校生を対象とした未来のフルート奏者のための公開レッスン～

市民企画事業／創造支援企画

8月9日（日）
開演14：00（開場13：30）
全席自由 〔一般〕 3,000円 
 〔小中学生〕 1,500円

チケット取扱い
逗子文化プラザホール：（窓口のみ）
逗子レコードショップ：TEL 046-871-3017
島森書店鎌倉本店：TEL 0467-22-0266
オクターヴ：TEL 046-826-3838
コンリベルタ イベントマネジメント：
TEL 046-866-3792
※コンリベルタ イベントマネジメントのホーム
　ページでもご購入いただけます。
　http://www.conliberta.com/チケット購入/チケット発売中

～未来のフルート奏者のための公開レッスン～
演奏会終演後、逗子高校吹奏楽部の生徒さん
を対象とした公開レッスンが開催されます。
公開レッスンのみ聴講ご希望の方は、コンリベ
ルタイベントマネジメント販売のチケット（7月
20日発売開始、500円）をお求めください。

【お問合せ】エボニー＆アイヴォリー
TEL:090-5827-7739　
Mail:ebony-ivory64@docomo.ne.jp

【主催】Evony＆ Ivory 
【共催】逗子文化プラザパートナーズ
【後援】逗子市、逗子教育委員会
【協力】con liberta event management
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なぎさホール客席図

チケットお取扱い場所

※発売初日のみ市民10：00～、一般13：00～となります。

有料託児サービス
ホ
ス
逗

島
芸

逗子文化プラザホール
スズキヤ逗子駅前店サービスカウンター
逗子レコードショップ ※発売初日は10：00～

TEL 046-870-6622
TEL 046-871-3315
TEL 046-871-3017

TEL 0467-22-0266
窓口販売のみ 9：00～19：00（休館日を除く）

島森書店鎌倉本店
鎌倉芸術館

このマークは有料託児サービス（予約制）付きの公演です。マークの付いてい
る公演は、未就学児のご入場をご遠慮いただいております。有料託児サービス
をご利用の場合は、公演日の2週間前までにホールまでお申込みください。

ホール開館10周年記念 ホールオープンデー/8月2日（日）1 day info

チケットのお引き換え期間
申し込み日から1週間

※チケット発券後のキャンセル、
　ご予約及び払い戻しはいたしません。

セブンイレブンでのお引き取り
お引き取りは24時間可能です。お引き取りの際に、サービス利用料（1件につき162
円）、コンビニ発券手数料（1枚につき108円）が別途かかります。ご了承ください。

窓口でのお引き取り
お引き取りは開館日の9：00～20：00。
お支払いは現金のみとなります。

○逗子文化プラザホールが主催する公演・イベント等において取得した個人情報の利用は、適正なサービスの実施のために、個人情報保護方針に準じて必要な範囲内で行います。
　また、お預かりした個人情報は、管理責任者を置き、適切な管理を行います。

インターネット 24時間

世界で活躍中のコンドルズメンバーによる、豪華パフォーマンスをなぎさホールで開
催！親しみやすいダンスで、数々のテレビ番組の振付でも大活躍中のコンドルズのパ
フォーマンスは必見です！また、コンドルズメンバーの振付で作成した、逗子の魅力を
発信する映像作品の完成披露上映も行います！！

なぎさホール コンドルズ・ダンスパフォーマンス

❶逗子文化プラザホールホームページ
(http://www.bunka-plazahall.com/)
にアクセスし、イベント申込のページから希
望の公演をお選びください。

❷購入が決定しましたら、「受付番号」（文化プ
ラザホールでお引き取りの場合）、「払込票
番号」（セブンイレブンでお引き取りの場合）
をお控えください。

❸逗子文化プラザホール1F窓口、またはセ
ブンイレブンのレジでそれぞれの番号をお伝
えの上、チケットをお引き取りください。

❶逗子文化プラザホール〈046-870-6622〉
にお電話ください。

❷購入が決定しましたら、お客様の「受付番号」
（文化プラザホールでお引き取りの場合）、
「払込票番号」（セブンイレブンでお引き取
りの場合）をお伝えします。

❸逗子文化プラザホール1F窓口、またはセ
ブンイレブンのレジでそれぞれの番号をお伝
えの上、チケットをお引き取りください。

❶逗子文化プラザホール1F窓口にお越しく
ださい。

❷購入が決定しましたらチケットを発券いたし
ます。

電話 開館日9：00～20：00 文化プラザホール1F窓口
開館日9：00～20：00

チケットお申し込み方法

小さなお子様にも本物の音楽を味わっていただくためのコンサー
ト！今年は“こどもブリッツ”というお子様向けにアレンジされた小
編成の吹奏楽でお楽しみいただきます。指揮者による楽しいお話
と吹奏楽で使われる様々な楽器が登場し、見て楽しい・聴いて楽
しいコンサートです。お子様でも知っている楽しい曲から、お父さ
ん・お母さん方がご存知の名曲まで、バラエティに富んだプログラ
ムでお届けします。授乳スペースやオムツ替えスペース、ベビー
カー置き場もご用意しています。ぜひお子様とご一緒に、お気軽に
足をお運びください。

ホール開館10周年を記念して行う逗子の魅力発信プロジェクト！オリジナルの音楽

をバックにみんなで踊り、 その模様を市内各所で撮影して、 ひとつの映像作品を

つくります。 参加者一人ひとりが主役です！

「たくさんの生物から、ひ
とつの大きな生命体へ」
がテーマの作品です。
羽の形のキャンバスに、
みなさん思いおもいの色
を塗って自分だけの羽を
描きましょう。それぞれ
の色を持った羽を一枚
一枚組み合わせて、大
きな一つの生物のように
その場で展示をします。
一人一人が個性という色
を持ちながら進んで行
く、そんな未来へ向けた
ワークショップを一緒に
作りませんか。

ホールがワクワクするような遊び場に変わる！ 
知力と体力、そして強運を総動員しなければク
リアできない謎解きゲームに挑戦しよう。参加
者は怪人によって劇場に閉じ込められてしまっ
た探偵として仕掛けられた謎を解き、怪人に最
後の戦いを挑む。“劇場リアル謎解きゲーム”の
幕が今開く！

※中学生以上推奨のイベントですが、小学生も
保護者同伴であれば参加できます（チケットは
お一人様１枚必要です）。

※未就学児は入場できません。

なぎさホール なぎさホール

0才からのコンサート
こどもブリッツ ～小さな小さな吹奏楽～

逗子の魅力全開！踊ろう！ダンスでつなぐ逗子のまち

劇場リアル謎解きゲーム《怪人からの脱出》
〔出演〕
ブリッツ フィルハーモニック ウインズ

〔プログラム〕
ボレロ
ハンガリー舞曲第5番
さんぽ
宝島
レット・イット・ゴー 他

8月2日（日）
開演11：00（開場10：30）
全席指定〔おとな〕1,000円

〔こども（0才から小学生）〕500円

8月2日（日）
①開始13：30（開場13：15）
②開始16：30（開場16：15）
参加チケット 各回2,800円  

〔声の出演〕楠田亜衣奈（JTBエンタテインメント所属）他

〔講師〕大小島真木（アーティスト）
〔参加費〕無料  どなたでもご参加いただけ
ます。※未就学児保護者同伴必須

〔定員〕各回5組（1組3名まで。先着順。）
〔申込み方法〕文化プラザホール窓口または
電話にて受付（参加者全員分の氏名、年齢、
参加希望の時間帯をお伝えください）。定員
になり次第締切。

8月2日（日）
①10：00～②11：00～③13：00～
④14：00～⑤15：00～

あなたは探偵として、怪人が仕掛けた謎をクリアして劇場から脱出できるか！？

ホ ス 逗 島 芸チケット発売中

さざなみホール 他

ホール開館10周年記念作品をつくろう！
ギャラリー

『Flap wings
～大きく羽ばたく
翼を繋げよう～』

参加者募集

種が密に繁る/Species grow thickly. Maki Ohkojima in ARTLINE KASHIWA 2014）

宝くじ助成金事業

踊りを盛り上げる映像作品のメイン出演者を募集。経験不問!テレビ番組の振付でおなじ
みのダンス集団コンドルズメンバーが直接伝授するオリジナルの振付を習得して、逗子の
街で一緒に踊りませんか。近藤良平さんとのパフォーマンスも予定しています。

〔振付監修・講師〕近藤良平、コンドルズメンバー　　〔撮影監修〕服部勝孝（映像作家）
〔日時〕 Ａ  7月18日（土） 10：00～11：30 ワークショップ⇒休憩⇒午後撮影（15時終了予定）
 Ｂ  7月26日（日） 10：00～11：30 ワークショップ⇒休憩⇒午後撮影（15時終了予定）
 Ａ、B合同  8月2日（日） 11：00～12：00 ワークショップ、午後パフォーマンス予定

〔対象〕小学5年生以上
※撮影した映像はインターネットなどで広く配信予定です。参加時に肖像権使用の同意をいただきます。

〔定員〕各チーム30名※応募多数の場合抽選
〔料金〕3,000円（8月2日コンドルズのミニパフォーマンス観覧料含む）
〔申込方法〕参加希望日（ＡまたはＢ）、参加者氏名、年齢、住所、電話番号、Eメールアドレ

スを明記し、ハガキ、ファクスまたはホール窓口「ダンスでつなぐ逗子」係へ。
〔締切〕Ａ日程  7月8日（水）必着、Ｂ日程  7月16日（木）必着

出演者大募集！出演者大募集！
コンドルズメンバーによるミニパフォーマンスやオ
リジナル振付の発表のほか、会場のみんなで振
付練習をして、映像作品の１シーンを撮影します。

〔出演〕近藤良平（予定）、
　　　 事前ワークショップ参加者
〔撮影監修〕服部勝孝（映像作家）
〔日時〕8月2日（日）　開演13：00(開場12：40)
※撮影した映像はインターネットなどで広く配信予定で

す。参加時に肖像権使用の同意をいただきます。
〔チケット〕全席自由500円（立ち見含む）
〔チケットお取扱い〕7月25日（土）
市民先行10：00～/一般13：00～
逗子文化プラザホール1F窓口にて
※3歳未満入場不可

スペシャルパフォーマンス&特別撮影会スペシャルパフォーマンス&特別撮影会

さざなみホール

劇場リアル謎解きゲーム特設サイト：
http://kaijin-karano-nazo.jtbcom.co.jp/
イープラス http://eplus.jp/でもチケットを購入いただけます。

企画制作：株式会社JTBコミュニケーションズ、NAZO×NAZO劇団

10月11日（日） 全席指定〔一般〕2,000円

〔出演〕コンドルズメンバー

ホ ス 逗 島 芸

7月12日（日）
チケット発売開演14：00（開場13：30）

ホ ス 逗 島 芸

チケット発売中

ホ



〒249‒0006 逗子市逗子4‒2‒10
TEL.046-870-6622 FAX.046-870-6612

※イべント掲載の内容は2015年5月末の情報です。最新情報は逗子文化プラザ
ホールのホームページでご確認ください。

※各催しは、主催者の都合により時間、料金、内容等の変更が行われる場合が
あります。詳しくは各主催者へお問い合わせください。

※★は逗子文化プラザホールでチケット取扱いあり。取扱いは催事日の3開館
日前まで。★が表示されている催事でも、主催者都合により本紙発行日まで
に販売が始まっていない場合もございますのでお問い合わせください。
※本紙発行時にチケットが完売している場合もあります。ご了承ください。

7 July月

16（木）
さ
ざ
な
み

Summer Presentation 2015
【出演】Preschool Students　【開演】9：30　【入場料】全席自由 無料

【問合】コスモス インターナショナル スクール（担当：堀込） 046-870-5468

 highland@cosmos-sch.com

16（木）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）第34回
好きな曲を一人の舞台で思いきり歌いましょう！どなたでも参加可

【出演】オールジャンルのピアノ伴奏：阿部友子　【開演】13：45

【入場料】参加費：１曲2,000円 おひとり2曲まで 17名限定 予約制

見学費：500円（茶菓子代） 予約不要、未就学児不可

【問合】アルページュ 阿部 TEL&FAX046-871-2571

18（土）
さ
ざ
な
み

飯田音楽教室コンサート＆お楽しみ会
【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料

【問合】飯田音楽教室 飯田郁子 046-872-4761

18（土）
な
ぎ
さ

Studio Kanna 第５回 子供モダンダンス発表会
【開演】14：30　【入場料】全席自由 無料

【問合】Studio Kanna 虎見千恵 046-876-3144

19（日）
な
ぎ
さ

小笠原学園　ピアノ発表会
【開演】13：45　【入場料】全席自由 無料 未就学児不可

【問合】小笠原学園 小笠原裕貴子 046-871-2081

20（月）
な
ぎ
さ

第41回前澤・神代門下 ヴァイオリン演奏会　門下生による発表会
【指導】前澤均・前澤悦子・神代恭子　【開演】15：00　【入場料】全席自由 無料

【問合】神代恭子 046-871-2679

23（木）
さ
ざ
な
み

ジャズナイトカフェ Vol.91
懐かしの昭和のジャズ「ディック・ミネ」特集

【出演】有村よう子・三根ヨシオ（ディックミネJr）　【開演】19：00

【入場料】全席自由 3,000円、学生1,000円

【問合】ティ・アール・ワイ（有村） 080-8878-3712 yoko7ari@gmail.com　★

24（金）
さ
ざ
な
み

みんなで歌うオールディーズの会Ⅵ オサライ会
【出演】ピアノ伴奏と唱歌指導 高橋興子先生　【開演】13：30

【問合】みんなで歌うオールディーズの会 下村 046-871-3616

25（土）
な
ぎ
さ

女声合唱 ディアーナ第10回コンサート
ゲストに男声合唱Happy go Luckyを迎えて

【出演】指揮：小野茂子、ピアノ：津屋祥子　【開演】14：00

【入場料】全席自由 無料　【問合】ディアーナ 池田淑美 046-872-3666

26（日）
な
ぎ
さ

金沢吹奏楽団第44回定期演奏会
【出演】指揮：岩田晴之、波田野直彦（ゲスト）　【開演】14：00

【入場料】全席自由 前売800円、当日1,000円、未就学児膝上無料

【問合】金沢吹奏楽団（担当：高橋雅美） 090-7189-5298 http://www.kanasui.net　★

28（火）
さ
ざ
な
み

図書館名画座映画会「PiPiとべないホタル」
映画上映（音声：日本語、字幕：日本語）

【開演】14：00　【入場料】先着100名 無料

【問合】逗子市立図書館 046-871-5998 information@library.city.zushi.kanagawa.jp

29（水）
さ
ざ
な
み

第60回　歌とピアノによる渚の街のふたりコンサート
10周年記念アンコールリクエスト特集

【出演】ソプラノ：谷口玲子、ピアノ：中野恵子　【開演】14：30

【入場料】全席自由 1,200円 中学生以下無料

【問合】チェチリア 谷口 046-871-5979 ceciliaconcerto@yahoo.co.jp

8 August月

1（土）
な
ぎ
さ

山波言太郎 詩と歌と舞の会　リラ自然音楽クラブコンサート
【出演】月読かぐや リラ自然音楽 詩歌舞コラース　【開演】14：00

【入場料】全席自由 3,240円 未就学児不可

【問合】山波言太郎総合文化財団リラ自然音楽研究所（担当 青木由紀子） 0467-23-8741

info@yamanami-zaidan.jp　★

6（木）
な
ぎ
さ

STUDIO＊A SUMMER STAGE Vol.15　JAZZ DANCE St.A
【出演】福田敦子　【開演】19：00（仮）　【入場料】全席自由 無料

【問合】JAZZ DANCE St.A 福田敦子 090-8313-8834 jds.ako-cham@ezweb.ne.jp

8（土）
さ
ざ
な
み

ぴあの発表会
【出演】藤城由季　【開演】14：30　関係者のみ

【問合】藤城由季 046-873-1696

9（日）
さ
ざ
な
み

第4回愛と平和のコンサート　朗読とギター弾き語りの会
【出演】浦野明子、若松数、平野孝幸　【開演】15：00　【入場料】全席自由 500円

【問合】TAKAギター弾き語り教室 平野孝幸 0467-23-3385 horano@taka-design.jp

16（日）
な
ぎ
さ

チャリティー音楽祭（Ⅲ）真白き富士の嶺
【出演】秋川雅史、棚橋静雄、徳永洋明、佐々木正洋、逗子開成コールレーネ

【開演】18：00　【入場料】Ｓ席5,500円、Ａ席5,000円

【問合】T. M企画（代表・三田村泰秀） 090-4749-7904　★

17（月）
な
ぎ
さ

子どもたちの豊かな感情を育む環境づくり
【出演】渡辺弥生（法政大学文学部心理学科教授）　【開演】14：00

【入場料】全席自由 無料

【問合】逗子市教育委員会 学校教育課（担当：杦山スギヤマ） 046-873-1111（内511）

gakkou@city.zushi.kanagawa.jp

19（水）
さ
ざ
な
み

第98回歌ミュニティ “エコ～ ”月例会
皆で歌を歌ったり、軽飲食しながら歓談、会員相互の親睦を深めている。

【出演】ソングリーダー：福田安弘（アコーデオン）　【開演】18：30

【入場料】当日2,000円（飲食代を含む） 会員登録制（当日登録可）/月例会への参

加は自由

【問合】歌ミュニティ “エコ～”（担当：水尾朋江）046-873-9187

23（日）
な
ぎ
さ

第239回逗子童謡の会　老若男女が一堂に集まり、楽しく歌う
【出演】リーダー：徳永桃子、ピアノ：徳永洋明 【開演】14：00

【入場料】全席自由 会員500円、一般700円

【問合】逗子童謡の会 代表 天野伊豆子 046-871-7245

25（火）
さ
ざ
な
み

図書館名画座映画会「スタンド・バイ・ミー」
映画上映（音声：英語、字幕：日本語）

【開演】14：00　【入場料】先着100名 無料

【問合】逗子市立図書館046-871-5998 information@library.city.zushi.kanagawa.jp

29
▼

30

（土）

（日）

な
ぎ
さ
さ
ざ
な
み

ずし平和デー
音楽・映画・展示などを通して平和の大切さを伝えていくイベント

【入場料】一部有料

【問合】ずし平和デー実行委員会 岡本 090-8024-2700

31（月）
さ
ざ
な
み

「ピアノdeシャンソン」in逗子・第１回
シャンソンやカンツォーネetcをステージで歌う会。気軽にご参加を。

【出演】ピアニスト：太田久美子　【開演】13：30

【入場料】参加費２曲3,000円（予約制15名迄） 見学500円

【問合】むらさき会（江藤）046-871-2176 24-eto@ezweb.ne.jp

9 September月

5（土）
な
ぎ
さ

逗子フルートアンサンブルソサイエティ第22回定期演奏会
【曲目】モーツアルト交響曲第25番、青い山脈、少年時代 他

【講師】渡辺光　【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料

【問合】逗子フルートアンサンブルソサイエティ 担当 宮澤和美

046-873-1405 myzw@tbe.t-com.ne.jp

6（日）
な
ぎ
さ

SGE-41 20015逗子演奏会 ギター合奏による青春の名曲
昭和の懐かしい名曲の数々　高校合唱部とのコラボ～青春を歌う～

【出演】演奏：SGE-41、県立逗子高校合唱部 他　【開演】13：30

【入場料】全席自由 500円

【問合】SGE-41 逗子演奏会実行委員会 大橋知二 046-873-6807

shounan-management@jcom.zaq.ne.jp　★

6（日）
さ
ざ
な
み

第58回逗子サロンコンサート定期演奏会 和と洋で奏でる“四季”コンサート
【出演】佐藤悠紀、福居秀大、西優樹、荒井美乃、宮崎桃子、飯島和葉、米納真紀子、伊久希

【開演】14：00　【入場料】全席自由 前売2,500円、高校生以下1,000円

【問合】逗子サロンコンサート 080-5640-6043　★

7（月）
さ
ざ
な
み

逗葉こえだの会　朗読発表会
【開演】13：30　【入場料】全席自由 無料 未就学児不可

【問合】逗葉こえだの会 河辺陽子 046-872-2553 rando.pino-love.334@ezweb.ne.jp

13（日）
さ
ざ
な
み

錦秋の会　田嶋直士の尺八門下生を中心に、絃方の協力を得て行う邦楽演奏会
【出演】田嶋直士・田嶋謙一・中川歌雪　【開演】10：30　【入場料】全席自由 無料

【問合】田嶋会 赤荻幸男 046-861-1058 akaogi@fsinet.or.jp

13（日）
な
ぎ
さ

第240回逗子童謡の会　老若男女が一堂に集まり、楽しく歌う
【出演】リーダー：谷口玲子、ピアノ：藤原弥生　【開演】14：00

【入場料】全席自由 会員500円、一般700円

【問合】逗子童謡の会 代表 天野伊豆子 046-871-7245

14(月)
さ
ざ
な
み

愛唱名歌 聴いたり歌ったりコンサート プラス vol.6
懐かしい愛唱名歌などを聞いたり歌ったりの楽しいコンサートです。

【出演】うたとお話しとピアノ：澤田エリザ　【開演】14：00

【入場料】全席自由 前売1,500円、当日2,000円、未就学児不可

【問合】なつうた会 芋川 0467-24-5695　★

16（水）
さ
ざ
な
み

第61回　歌とピアノによる渚の街のふたりコンサート
【曲目】広い河の岸辺、スコットランド民謡、秋の野、團伊玖磨・曲

【出演】ソプラノ：谷口玲子、ピアノ：中野恵子　【開演】14：30

【入場料】全席自由 1,200円 中学生以下無料

【問合】チェチリア 谷口 046-871-5979 ceciliaconcerto@yahoo.co.jp

16（水）
さ
ざ
な
み

第99回歌ミュニティ “エコ～ ”月例会
皆で歌を歌ったり、軽飲食しながら歓談、会員相互の親睦を深めている。

【出演】ソングリーダー：高橋興子（ピアノ）　【開演】18：30

【入場料】当日2,000円（飲食代を含む） 会員登録制（当日登録可）/月例会への参加は自由

【問合】歌ミュニティ “エコ～”（担当：水尾朋江）046-873-9187

17（木）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）第35回
好きな曲を一人の舞台で思いきり歌いましょう！どなたでも参加可

【出演】オールジャンルのピアノ伴奏：阿部友子　【開演】13：45

【入場料】参加費：１曲2,000円 おひとり2曲まで 17名限定 予約制

見学費：500円（茶菓子代） 予約不要、未就学児不可

【問合】アルページュ 阿部 TEL&FAX 046-871-2571

18（金）
さ
ざ
な
み

ハワイアンの夕べ
【出演】湘南シルバー・レイスターズとハワイからの特別ゲスト アラン・アカカ with Friends

【開演】19：00　【入場料】全席自由 3,000円

【問合】湘南シルバー・レイスターズ（吉村）090-3088-1245　★

19（土）
な
ぎ
さ

第８回ラ・リュミエールチャリティーコンサート
～湘南の凪 「もやい」と共に～

【出演】ベルヴォワ シャンテーズ 他 指揮：堀口みどり

【開演】13：30　【入場料】全席自由 1,000円

【問合】ベル・ヴォワ 本田裕子 046-871-4563 contact@midorihoriguchi.com　★

21（月）
な
ぎ
さ

第10回愛のメッセンジャー ウクレレフラジョイントコンサート
市内で活動しているウクレレ・フラ団体10グループが出場

【出演】レアレア・ウクレレ・ガーデン 浅木 他

【開演】12：30　【入場料】全席自由 無料

【問合】レアレア・ウクレレ・ガーデン 浅木 info@mailele.net

23（水）
さ
ざ
な
み

Sparkle・Choux 3rd Live
スパークルシューと歌で世界をまわりましょう！

【出演】サマンサ・イズー・のりこさま・メケメケ

【開演】13：30　【入場料】全席自由 1,500円

【問合】スパークルシュー 担当 福本 046-853-2986　★

23（水）
な
ぎ
さ

中山正瑠オーボエリサイタル 全曲モーツアルト演奏会
オーボエで奏でるモーツアルトの魅力

【出演】中山正瑠、坂元陽子 他　【開演】14：00

【入場料】前売2,000円、小学生以下1,000円、当日2,500円、小学生以下1,500円

未就学児不可　【問合】中山正瑠 046-897-3022 detmold_masarunrun@yahoo.co.jp

24（木）
さ
ざ
な
み

ジャズナイトカフェ Vol.92　これぞスタンダードジャズ！
〈特別企画〉お好きな飲物を持ち込み、飲みながらジャズを聴こう！
【出演】有村よう子・稲垣次郎、野口久和トリオ

【開演】19：00　【入場料】全席自由 3,000円、学生1,000円

【問合】ティ・アール・ワイ（有村） 080-8878-3712 yoko7ari@gmail.com　★

25（金）
さ
ざ
な
み

“秋の宵にシャンソンを”
シャンソンにはワインが良く似合う。ジェイとともに至福の一時を。

【出演】Vo：ジェイ　Ｐ：阿部友子

【開演】19：00　【入場料】全席自由 2,500円 未就学児不可

【問合】角澤潤子 090-3048-2383　★

26（土）
さ
ざ
な
み

小泉ユミ チェロ・リサイタル
【出演】小泉ユミ（チェロ）、小野哲也（ピアノ）

【開演】14：00　【入場料】全席自由 3,000円 未就学児不可

【問合】ファンデーク・ミュジーク 046-873-4012 v@dijk-muziek.com　★ 8/1～

26（土）
さ
ざ
な
み

オーストリア文化とふれあう音楽とワインの会
「～ 2019年“日墺修交150周年”に向けて～」
【出演】飛松利子 他　【開演】19：00　【入場料】全席自由 3,000円 未就学児不可

【問合】Austria day実行委員会（a day.）担当 松尾 046-871-8171　★

26（土）
な
ぎ
さ

男声合唱団「シャンティ湘南」第６回演奏会　純正律アカペラ演奏
【出演】指揮：阿部俊（音律研究家）　【開演】14：00

【入場料】全席自由 1,000円 未就学児不可

【問合】男声合唱団「シャンティ湘南」担当者 原田雄司 046-841-5843

YCEHARADA_KEITAI_R@softbank.ne.jp　★

29（火）
さ
ざ
な
み

図書館名画座映画会「招かれざる客」　映画上映（音声：英語、字幕：日本語）
【開演】14：00　【入場料】先着100名 無料

【問合】逗子市立図書館046-871-5998 information@library.city.zushi.kanagawa.jp

10 October月

1（木）
な
ぎ
さ

田村恵子シャンソンアフタヌーンコンサート
【出演】田村恵子、ピアノ：大本公廣

【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,500円 未就学児不可

【問合】田村恵子 046-871-5818 k-tam@kamakuranet.ne.jp　★

3（土）
な
ぎ
さ

第24回　逗子三曲会演奏会
【開演】10：30　【入場料】全席自由 無料

【問合】逗子三曲会 担当者：石井輝男、鈴木沾山 080-5478-0141

3（土）
さ
ざ
な
み

第31回TAKAギター弾き語り教室発表会
歌とギターの楽しい音楽会

【出演】教室生徒、講師：平野孝幸　【開演】12：30　【入場料】全席自由 500円

【問合】TAKAギター弾き語り教室 平野孝幸 0467-23-3385 hirano@taka-design.jp

4(日)
な
ぎ
さ

シプリアン・カツァリス　ピアノリサイタル
輝くピアノの音！カツァリスサウンドに魅了されます！

【出演】シプリアン・カツァリス

【開演】14：00　【入場料】全席指定 5,000円 未就学児不可

【問合】㈲LEGARE 相原由美 046-872-4537/090-1701-7397

cdt.legare@jcom.home.ne.jp　★

5（月）
さ
ざ
な
み

第２回　山里の集い歌謡祭
【開演】11：00　【入場料】全席自由 無料

【問合】スナック夢ごころ 046-871-9063

7（水）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）第36回
好きな曲を一人の舞台で思いきり歌いましょう！どなたでも参加可

【出演】オールジャンルのピアノ伴奏：阿部友子　【開演】13：45

【入場料】参加費：１曲2,000円 おひとり2曲まで 17名限定 予約制

見学費：500円（茶菓子代） 予約不要、未就学児不可

【問合】アルページュ 阿部 TEL&FAX 046-871-2571

12(月)
な
ぎ
さ

「こどもと学生のためのピアノ発表会」
【出演】指導：宇治田かおる 古関恵美

【開演】13：00　【入場料】全席自由 無料

【問合】090-5418-0722 piano_kaoru@yahoo.co.jp

13（火）
さ
ざ
な
み

逗子サロンコンサート特別企画
第12回秋の音楽講座　ウイーンに暮らした音楽家達　全４回

【出演】飛松利子（ピアニスト）　【開演】10：00　

【入場料】全席自由　全4回 4,000円　10/13（火）、29（木）、11/12（木）、26（木）

【問合】逗子サロンコンサート 080-5640-6043　★

ギャラリー Gallery

7/18（土）
～ 7/23（土）

ビーチコーミング展～浜辺の招待状・2015 ～
海岸の漂着物を使った作品を展示します。

【展示】10：00 ～ 17：00（初日13：00 ～ /最終日～ 16：00）

※ 7/21（火）は休館日

【問合】よこばい歩きの会 090-3336-9693

8/14（金）
～ 8/17（月）

第5回川嶋一成写真展　逗子と葉山海辺の自然
海辺の自然を探して歩く逗子と葉山の散歩道

【展示】10：00 ～ 17：00（初日11：00 ～ /最終日～ 17：00）

【問合】046-873-2534 kawa-shima-k@jcom.home.ne.jp

8/22（土）
～ 8/26（水）

さくら工房のグラスアート展2015
体験できます！毎年好評につき予約優先（1000円）

【展示】10：00 ～ 17：00（初日11：00 ～ /最終日～ 17：00）

【問合】さくら工房 いしわたちかこ 090-1778-4414 iikotodukusi@yahoo.co.jp

8/27（木）
～ 8/31（月）

原爆と人間展
被爆70年ヒロシマ・ナガサキパネル展示

【展示】10：00 ～ 17：00（初日13：00 ～ /最終日～ 13：00）

【問合】逗子市被爆者の会（つばきの会）上田 046-872-3217

9/11（金）
～ 9/14（月）

第11回『逗子篆刻・水墨画同好会』作品展
篆刻と篆書、水墨画、彩墨画の作品展

【展示】10：00 ～ 17：00（初日14：00 ～ /最終日～ 15：00）

【問合】逗子篆刻・水墨画同好会 宮﨑弟子 046-872-3641

9/19（土）
～ 9/25（金）

絵画サークル「えるみたぁじゅ展」
毎週人物デッサン会をしているグループです

【展示】10：00 ～ 17：00（初日11：00 ～ /最終日～ 16：00）

【問合】絵画サークル「えるみたぁじゅ」担当者　橋本栄 046-873-6826

z_h7s7mt@krc.biglobe.ne.jp

9/26（土）
～ 9/30（水）

第28回彩友会水彩画展
水彩画を楽しく勉強した日頃の成果を展示

【展示】9：30 ～ 17：00（初日11：00 ～ /最終日～ 16：00）

【問合】彩友会 関根智弘 046-873-2420 BZX00074@nifty.com

情報コーナーが新しくなりました
＊�チラシラックの台数
も増え、どのチラシも
見やすく取り出しや
すくなりました。
＊�当館ご利用者の情報
発信コーナーも始め
ますので、詳しくは受
付へお問い合わせく
ださい。

NEW


