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ホール＆ギャラリーニュース

ミュージカル「ピノッキオの冒険」
駅前寄席

逗子市広報大使 東京大衆歌謡楽団

なぎさブラスゾリステン

EMPTY KRAFT

こどもブリッツ
さざなみ亭落語会

沖仁con木村大

9月7日（土）
※未就学児は入場できません。※未就学児は入場できません。 開場13：30 開演14：00

COMING SOON

募集記事

ZUSHIパフォーマーズフェスタ

こ ど も 落 語

こどものための手作り絵本講座

若手演奏家シリーズ ＃9

東京大衆歌謡楽団
 ― 昭 和 、懐 か し の 名 曲 を 唄 う ―

古き良き昭和の名曲。
世代を超えて人気を集める

「東京大衆歌謡楽団」
初の逗子公演！

［出演］
東京大衆歌謡楽団

開場13：30 開演14：00

逗子の魅力を再発見！
二卵性の双子ソプラノデュオ山田姉妹と、
今年初めに南米大陸最高峰の
アコンカグアへ登頂を成功させた三浦豪太氏。

昨年就任した逗子にゆかりのある
“広報大使”によるコンサート＆
トークイベントの開催が決定しました！

6月22日（土）

［出演］
山田姉妹（ソプラノデュオ）
三浦豪太

ZUSHI

詳細は中面をご覧ください ▶

全席指定
3,000円（当日3,500円）

なぎさホール ホ ス なぎさホール ホ ス

全席自由　一般 1,000円 高校生以下 500円

チケット発売

5月19日（日）
市民１０：００～
一般１３：００～

2019年逗子サロンコンサート企画
第19回 「春の音楽講座 ピアノの名曲を楽しむ全4回」

さざなみホール

講師  川﨑智子（ピアニスト・洗足学園音大講師）
10:00～11:30 全席自由  4,000円（全4回）定員100名

第 1 回 4月11 日（木） フランス近代音楽の父・フランクの生涯　神代恭子（vn）
第 2 回 4月25 日（木） ピアノ連弾の楽しみ　塩塚美知子（pf）
第 3 回 5月16 日（木） 映画を彩ったクラシックの名曲　世界の劇場　音楽ホール
第 4 回 5月23 日（木） チャイコフスキーの 3 大バレエ音楽

好評発売中

携帯080-5640-6043
Tel/Fax0467-24-6043

主催・問合せ先：逗子サロンコンサート(松本)

山田 麗

山田 華

チケット発売

4月7日（日）
市民１０：００～
一般１３：００～
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［プログラム］
J.シュトラウス2世：喜歌劇「こうもり」より 序曲
E.ボザ：夏山の一日
ディズニー・プリンセス・メドレー　他

ホールオープンデー マルっと文プラなぎさホール

なぎさホール さざなみホール

さざなみホール

逗子市広報大使
コンサート＆トークショー

逗子の魅力を再発見！二卵性の双子
ソプラノデュオ山田姉妹と、今年初
めに南米大陸最高峰のアコンカグア
へ登頂を成功させた三浦豪太。昨年
就任した逗子にゆかりの“広報大使”
によるコンサート＆トークイベント！

逗子文化プラザホールプロデュースによる「若手演奏家シリーズ」第9
弾。流れるようなフルートの音色に酔いしれる、至極のひととき。
次代を担う若き音楽家たちの演奏にご期待ください。

今年も夏はこどもブリッツ！
親子連れを魅了する、12名の演奏は
必聴♪演奏中の出入りも自由、演奏中
に泣いても動いても大丈夫な、小さな
お子さまのいるご家族に人気のコン
サートです。

［出演］
山田姉妹（ソプラノデュオ）、三浦豪太

［出演］
EMPTY KRAFT

（日野翔、KENTA、YU-TA、
永田こーせー、HASSY）

6月22日（土）
全席自由 

〔一般〕 1,000円〔高校生以下〕500円

開演14：00（開場13：30） 7月6日（土）
開演14：00（開場13：30）
全席自由 1,000円

［出演］
Piacere（ピアチェーレ / フルート四重奏）
阿佐彩夏
臼井源太
二階堂美玖
菅野桃香

チケット発売
４/7（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

チケット発売
４/7（日）

発売開始 10 時～

チケット発売
４/21（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

8月4日（日）
開演11：00（開場10：30）

若手演奏家シリーズ #9
Piacere -フルート四重奏-

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

※未就学児は入場できません。

全席指定
〔一　　　般〕 4,000円
〔高校生以下〕 2,000円

※未就学児は入場できません。

なぎさブラスゾリステン
コンサート第15回

全席指定
〔おとな（中 学 生 以 上）〕1,500円（当日1,800円）
〔こども（0才から小学生）〕 500円（当日  700円）
※0才からチケットが必要です。

※未就学児は入場できません。

※未就学児は入場できません。

＜共催＞逗子市

ホ

［出演］
松元宏康（指揮、お話）
ブリッツフィルハーモニックウインズ（演奏）

全席指定
〔おとな（中 学 生 以 上）〕1,000円
〔こども（0才から小学生）〕 500円

※0才からチケットが必要です。 ホ ス

なぎさホール

ホールオープンデー マルっと文プラ
昨年、さざなみホールをア
ツく盛り上 げ たEMPTY 
KRAFTが再び。
今年の夏も彼らのパフォー
マンスを見逃せない！

ロマン漂うスタイルと昭和の時代を
彩った歌謡曲。平成育ちの4兄弟「東
京大衆歌謡楽団」が逗子の地で聴か
せます。まるでタイムトリップしたか
のような、懐かしい時間をお過ごしく
ださい。

第一線で活躍するトップ奏者が逗子
に集合！夢のソリスト集団＝ゾリステン。
黄金のブラス・サウンドに、今年もご
期待ください。

8月4日（日）
全席自由 1,800円
開演14：00（開場13：30）

9月7日（土）
開演14：00（開場13：30）
全席指定 3,000円（当日券 3,500円）

［出演］ 東京大衆歌謡楽団

ホ ス

チケット発売
４/21（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

チケット発売
5/19（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

チケット発売
8/25（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

12月2日（月）
開演19：00（開場18：30）

東京大衆歌謡楽団
―昭和、懐かしの名曲を唄う―

※未就学児は入場できません。

［出演］ 
沖仁（フラメンコギター）
木村大（クラシックギター）

［出演］
なぎさブラスゾリステン

EMPTY KRAFT
Special LIVEVol.2
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   

※未就学児の入場には整理券が必要です（無料、先着10名）。
　整理券はチケット発売日よりホール窓口で配布いたします。

同日の夕方からは、EMPTY KRAFT との盆踊りを開催！！

なぎさホール

なぎさホール
人気児童文学作品「ピノッキオの冒
険」のミュージカル♪ゼペット爺さんが
不思議な木からつくった人形「ピノッ
キオ」。星の妖精から命を吹き込まれ
動き出したピノッキオは、ウソやいた
ずらばっかり。はたして、本当の人間
の男の子になれるのか！？失敗と成長
を描くドキドキわくわくの冒険物語！
音楽、歌、セリフで味わうミュージカ
ルの世界をお楽しみください！！

世界最高峰のフラメンコギタリスト沖仁
が、逗子文化プラザホールに初登場！
天才ギタリスト木村大を迎えて、デュオ
公演を開催いたします。スペインを感
じる情熱のステージに乞うご期待！

12月1日（日）
開演14：00（開場13：30）

2月8日（土）
時間未定

チケット発売
8/25（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

チケット発売
11/10（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

沖仁con木村大
情熱のギターコンサート

なぎさホール

©Hikaru.☆

山田 麗 山田 華

ファミリーミュージカル
「ピノッキオの冒険」

• 公演名、公演内容、日時、チケット発売日は変更となる場合があります。
• 掲載公演のほかにも公演やイベントを開催予定です。詳細は、次号以降の「ホール&ギャラリーニュース」または、
逗子文化プラザホールホームページ、各公演チラシ等で随時お知らせいたします。

公演について公演について

本公演ではイープラス
でもチケット購入が
可能です。
「クレジットカード払い」
と「スマチケ受取り」の
利用で手数料無料！

本公演ではイープラスでもチケット購入が可能です。
「クレジットカード払い」と「スマチケ受取り」の利用で手数料無料！

ホ ス

ホ ス

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～
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©ZUSHIパフォーマーズフェスタ Vol.4

©ZUSHIパフォーマーズフェスタ Vol.4

さざなみホール

ZUSHIパフォーマーズ
フェスタ Vol.5

［講師］

三遊亭わん丈（落語家）
プロフィール
滋賀県出身。平成23年4月三遊亭円丈に入
門。翌年4月前座となる。前座名｢わん丈｣。
平成28年5月二ツ目昇進。平成29年3月、
第16回さがみはら若手落語家選手権準優
勝、第4回今夜も落語づけ優勝。同年8月
NHKラジオ「真夏の話術2017」優勝。
NHKラジオ第1「日曜バラエティー」毎週日
曜日レギュラー出演中。

10月19日（土）
時間未定

さざなみホール

さざなみホール さざなみホール

さざなみ亭落語会

三遊亭わん丈三遊亭わん丈
昨年のさざなみ亭落語会に登場し、好評を博した三遊亭わん丈
が、再びさざなみ亭落語会へ。今年はどんな噺が飛び出すのか。
どうぞお聴き逃しなく！

日本の伝統芸能のひとつである
落語を体験するプログラム。
お稽古をして、11月にはさざなみ
ホールで発表会を行います！
世界に誇る日本の伝統芸能にふれ
るチャンス、ぜひご参加ください。

11月16日（土）
開演14 : 00（開場13 : 30）

全席自由 1,800円
※未就学児は入場できません。 5月22日（水）開演13 : 00（開場12 : 30）

全席自由 無料招待

チケット発売
8/25（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

［出演］
三遊亭わん丈　他

〔対象〕
逗子市在住の65歳以上の方

〔申込み〕
招待券は逗子文化プラザホール他で4/5（金）～4/20（土）
先着順で配布します。詳細はチラシ・ホームページ等
をご覧ください。
※電話予約は承っておりません。
車椅子での来場および介助者が必要な方（1名まで）
は申込み時にその旨お伝えください。

なぎさホール

なぎさホール

共催事業
第
2
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

第
2
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

第
2
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

第
2
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

逗子こども
落語教室
逗子こども
落語教室
逗子こども
落語教室

日　時

お稽古（計5回）

6月24日（月） 7月10日（水）
8月28日（水） 9月25日（水）
10月30日（水）
※お稽古時間は参加確定後にご案内いたします。

発表会

参加費：7,000円（教材費込み、手ぬぐい付き）

持ち物：白足袋

対　象：市内在住・在学の小中学生

定　員：20名　※多数抽選

申込み方法
①住所 ②参加者氏名（よみがな） ③性別 
④学校名 ⑤学年 ⑥電話番号 ⑦ファックス番号
⑧Eメールアドレスを明記の上、ハガキ・FAX・
メールにて逗子文化プラザホール「逗子こども
落語」係まで。
宛て先： 〒249-0006 逗子市逗子4-2-10
 FAX 046-870-6612
 メール event@bunka-plazahall.com

※メールの場合、件名に「逗子こども落語応
募」と明記してください。

申込み期間
5月31日（金）必着さざなみホール

日時（全4回）
第1回
7月21日（日）：つくりたい絵本を決めよう！
第2回
7月22日（月）：ストーリーを考えよう！
第3回
7月25日（木）：場面を考えて、絵を描こう！
第4回
7月30日（火）：絵本に仕上げよう！
開　講：①10:00 ～ 12 :00または②13:30 ～ 15 :30
　　　　※ご希望の時間帯をお選びください。
参加費：2,000円（全4回分）
対　象：小学生以上

※講座ではハサミやカッターを使用します。小学2年
生までは保護者の同伴をお勧めしております。

定　員：各回先着35名
 ※同伴は参加者1名につき1名まで（定員に含みません）。

申込み方法
「お電話」または「来館」で受付いたします。
お電話：「こどものための絵本講座」参加希望とお伝えの上、

①参加者氏名（よみがな）　②学年　③電話番号　　
④Eメールアドレス　⑤参加希望の時間帯　⑥同伴
者の有無をお伝えください。

ご来館：チラシ裏面の応募用紙に必要事項をご記入の上、逗
子文化プラザホール受付までご持参ください。

申込み期間
5月12日（日）10:00 ～
※定員になり次第締切。

絵本作家 山本省三さんと
一緒に絵本をつくろう2019
絵本作家 山本省三さんと
一緒に絵本をつくろう2019
こどものための
手作り絵本講座
こどものための
手作り絵本講座

《夏の集中プログラム！》

プロフィール
1952年、神奈川県生まれ。横浜国立大学
にて児童心理学を学ぶ。卒業後、医薬品メー
カーにコピーライターを経て、絵本創作をは
じめる。文とさし絵の両方を手掛け、絵本
では『月をめざしてしゅっぱつ！』（小学館）、

『みんなをのせて　バスのうんてんしさん』
（講談社）、『おてんとうさまがみてますよ』
（PHP）などがある。『動物ふしぎ発見』シリー
ズ全五巻（くもん出版）で、第34回日本児童
文芸家協会賞特別賞、『深く、深く掘りすす
め！〈ちきゅう〉』（くもん出版）では第1回日本
子どもの本研究会作品賞を受賞している。
現在、一般社団法人日本児童文芸家協会常
務理事。

［講師］

山本省三（絵本・童話作家）

逗子在住の人気絵本作家 山本省三さん
による、こどものための大人気講座。
ストーリーの組み立て方からさし絵の
描き方、製本の仕方まで、絵本の作り方
を楽しく学べる講座です。
今年は4日間で完成を目指す、夏の集中
プログラムで実施！
自分の考えたオリジナルストーリーで
世界に1冊の絵本をつくろう♩

年に一度のパフォーマンス・ライブの祭典！
歌、演奏、バンド、ダンス、マジック、大道芸など、
ジャンル不問！イベントを楽しく盛り上げてくれる方、
ぜひご応募ください♪

［出演資格］
逗子市とかかわりのある方（在住・在勤、出
身地、行きつけのお店がある等なんでも
OK）、年齢、プロ・アマ、ジャンル、個人・
団体等は問いません！
※未成年は保護者の承諾が必要です。

［応募方法］
エントリーシートに必要事項を記入の上、パフォーマンスが記録
されているデータ（可能な限りパフォーマンス予定の内容が記録
されている 5 ～ 15 分程度の編集・加工がされていないデモ CD
もしくは DVD）を同封し郵送またはホールへご持参ください。
※エントリーシートはホールホームページからもダウンロードできます。
※ご提出いただいた書類、デモ CD、DVD 等の返却はいたしません。

［ご応募］
5 月 20 日（月）受付開始
7 月 10 日（水）必着

参加者募集

NPO法人逗子葉山鎌倉駅前寄席は、今から12年前
に市民有志が集まり、地元・逗子でシニアの方々
が本物の寄席を味わえる場を作りたいとの思いで
活動してきました。
今回も昨年に引き続き逗子文化プラザホールと共
催で、逗子在住の65歳以上の方を対象に無料招待に
よる落語会を開催します。桂歌助・桂文治両師匠が、
なぎさホールに笑いをお届けします。ぜひ、おい
でください。

［主催］NPO法人逗子葉山鎌倉駅前寄席
［共催］逗子文化プラザホール
　　　（指定管理者：逗子文化プラザパートナーズ）

11月16日（土）
時間未定

出演者大募集！
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■逗子文化プラザホール 施設ご利用についてのお知らせ

各お問い合わせ（内覧・相談予約）：逗子文化プラザホール　TEL 046-870-6622

さざなみホール

なぎさホール

練習室

目の前に広がるステージから、演奏者の
熱気や細かな動きを間近に感じ取ること
ができます。A～C列は段差のないフラッ
トな座席。着席した時の目線はステージ
の床面と同じくらいの高さになります。前
に座る人の頭が気になる場合は、前の座
席と段差があるD列以降がオススメです。

ホール全体の響きを感じることができる
座席です。全体を見渡せる最後列は、ス
テージはもちろん、会場の雰囲気もあわ
せてお楽しみいただけます。張り出した
天井の下に位置し、少し照明が落ちるこ
とから、より落ち着いた雰囲気でコンサー
トを楽しめます。

ステージからの音を豊かな響きの中で楽
しめる座席です。目線はステージの演奏
者と同じくらいの高さになります。体に負
担を掛けずステージ全体をとらえること
ができる、人気の座席です。

なぎさホール座席表

自分だけの特等席を見つけて、
コンサートをお楽しみください♩

なぎさホールは、音楽、演劇、ダンス等様 な々
公演を行うことが出来る多目的ホールです。
総座席数は558席（車いす席3席を含む）と
コンパクトなサイズでありながら、響き豊かな
空間は、演奏を行うアーティストからも評判
です。
座席によって、ステージの見え方は
様々です。各ポイントからの視点を
ご紹介いたします！

いちばん端のお席でも舞台全体を視界に収めることができます。出入りもしやすいので、
よりリラックスしてコンサートを楽しめます。
舞台を見る角度はお好みで。ピアノ・リサイタルの場合だと、③は鍵盤や手元、④は演奏者
の顔や表情を見ることができる座席です。

なぎさホール

ステージの

見え方ガイド

※写真は全てコンサート仕様です。

●なぎさホール優先予約のご案内

「優先予約抽選」の申し込みは、次の要件を満たす利用登録者を対象とします。
① 逗子市施設予約システム利用登録後10年以上が経過していること。     

※【例】2019年6月に2020年8月の利用を申し込む場合、2009年8月中に利用登録済であること。
② ①の利用登録者が逗子市の個人、もしくは過半数以上が逗子市民によって構成される団体であること。
③ ①②を満たす利用登録者が直近の1年のうちに1回以上の催事主催実績があること。    

※申し込んだ「優先予約抽選」実施月の前後1年。この場合の催事会場は逗子文化プラザホール以外でもカウント対象とする。
④ 逗子市内の保育施設・小学校・中学校・高等学校が利用する場合。     

※上記①②③の要件を問わず、申し込みを受け付ける。ただし、園児・児童・生徒が参加する催事であること。

・いずれの場合も、「優先予約抽選」に当選すると、その後1年間は「優先予約抽選」はご利用できません。
・なぎさホールの併用施設として、さざなみホール、練習室、ギャラリーの同時申し込みも可能です。
・複数の利用登録者が同一の催事実施を目的として「優先予約抽選」の申し込みをすることはできません。また、

別の利用登録者であっても、年内の別月に当選した催事と同一の催事を繰返し申し込むことはできません。
・すでに一部利用が決定しており、お申し込みができない日もあります。
・利用許可決定後のキャンセルは、原則としてお受けできません。

お申し込みを検討される方は、逗子文化プラザホールまで詳細をお問い合わせのうえ、ホール受付窓口にて配布する
「優先予約抽選参加申込書」を受け取りにご来館ください。

ホール施設のご利用を検討中の皆様へ
●ホール施設のご内覧・ご利用相談は
　お気軽に！

逗子文化プラザホールの施設（なぎさホール、さざな
みホール、練習室）は利用中ではない場合（空き時間）
は内覧が可能です。これまでご利用実績のある方も、
これからご利用を検討される方も、設備の確認や催事
内容のご相談など、施設見学とセットで担当スタッフが
承ります。事前に施設の空き時間をお問い合わせいた
だき、内覧・相談についてご予約のうえご来館ください。

 

逗子文化プラザホールが地域の文化活動、創造的活動の
拠点として多くの市民によって長きにわたり利用され、継続
的に豊かなまちづくりに寄与することを目的として、なぎさ
ホールの「優先予約抽選」サービスを開始いたしました。

「優先予約抽選」は毎月実施し、当選者（ひと月あたり2組）
は、なぎさホールを使用しようとする日が属する月の14ヶ
月前に申し込みができます。 
※【例】2019年6月実施の「優先予約抽選」に当選すると、その時点

で2020年8月ご利用のお申し込みができます。

長期にわたってホールを利用されている方に朗報です！
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17（水）
さ
ざ
な
み

第142回 歌ミュニティ “エコ～ ”月例会　
皆で歌を歌ったり 軽飲食をしながら歓談 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】18：45
【入場料】全席自由 2,000円（飲食代含む）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

19（金）
さ
ざ
な
み

ピアノでシャンソン・歌う会
舞台の上でシャンソンやカンツォーネを生ピアノ伴奏で歌ってみませんか?

【出演】ピアニスト 太田久美子　【開演】13：20　
【入場料】出演者：1人2曲歌えます（3,000円） 見学者：無料 予約なし　【問合】C.C倶楽部 江藤 090-9206-7476

20（土）
な
ぎ
さ

堀江朋子フラメンコ教室　Yema鎌倉発表会
【出演】堀江朋子　【開演】17：00　【入場料】全席自由 2,500円
【問合】堀江朋子 080-5047-1913  poriporitompaz017@yahoo.co.jp　★　2か月前～

25（木）
さ
ざ
な
み

第19回春の音楽講座「ピアノの名曲を楽しむ・全4回」
【出演】川崎智子（ピアニスト）　【開演】10：00
【入場料】全席自由 全4回で4,000円（4/11・25・5/16・23）未就学児不可
【問合】逗子サロンコンサート 松本はるこ 0467-24-6043（Tel・Fax） 080-5640-6043　★

25（木）
な
ぎ
さ

第48回逗子市詩吟詩舞春期大会
【出演】会員　【開演】13：50　【入場料】全席自由　無料
【問合】逗子市詩吟詩舞連盟(担当：小林紫舟)046-876-0489

27（土）
な
ぎ
さ

第四十九回鎌倉はなし会　柳家さん喬・柳家権太楼二人会
さん喬「百年目」 権太桜「死神」 他各一席

【出演】柳家さん喬・柳家権太楼　【開演】18：00　【入場料】全席指定 4,000円 未就学児不可
【問合】鎌倉はなし会 担当：秋山真志 0467-23-0992  ｍ-aki@df7so-net.ne.jp　★　3/2 ～

27（土）
さ
ざ
な
み

JAZZ Night Cafe Vol.116　13周年記念コンサート
【出演】柴﨑陽子 杉村彰 Swing Cats　【開演】19：00　【入場料】全席自由 大人3,000円 学生1,000円
【問合】柴﨑陽子 090-8688-9544  yoko7ari@gmail.com　★　2/15 ～

28（日）
さ
ざ
な
み

スズキ・メソード 藤谷クラス ヴァイオリンおけいこ会
【出演】スズキ・メソード 藤谷クラスの生徒さん　【開演】9：45　【入場料】お問い合わせの上お越しください。
【問合】藤谷美穂 090-5992-5446  m.ima.musik@jcom.home.ne.jp

29⎛月⎞⎝祝⎠
な
ぎ
さ

第283回 逗子童謡の会　老若男女が一堂に集り 楽しく歌う
【出演】リーダー：宮本史利 ピアノ：ロホマン真由美　【開演】14：00　
【入場料】全席自由 会員500円 一般参加700円　【問合】逗子童謡の会 天野伊豆子 046-871-7245

ホール【４月】

1⎛水⎞⎝祝⎠
な
ぎ
さ

逗子開成中学高等学校 和太鼓部高三引退公演
【出演】逗子開成中学高等学校 和太鼓部　【開演】13：00　【入場料】全席自由 無料
【問合】逗子開成中学高等学校 和太鼓部 顧問：松原・星・近藤 046-871-2062

2⎛木⎞⎝休⎠
さ
ざ
な
み

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」　杉山公章の歌と演奏に合わせ、大きな声で一緒に歌いましょう！
【出演】杉山公章　【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,500円
【問合】ソング・エモーション 愛美知子 090-2213-7393  brb06047@nifty.com　★

3⎛金⎞⎝祝⎠
な
ぎ
さ

つぼみ会 ピアノ発表会
【出演】手嶋千穂　【開演】13：30　【入場料】全席自由 無料　【問合】手嶋千穂 046-871-2287

5⎛日⎞⎝祝⎠
な
ぎ
さ

青少年による 湘南ユースオーケストラ第29回定期演奏会　
「シェエラザード」「レプレリュード」等を演奏します
【出演】指揮：前澤均 1vn主席：廣田健人　【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,000円 高校生以下500円
【問合】湘南ユースオーケストラ 池田泰子 046-872-3107  syonanyouth1989@gmail.com　★　3/6 ～

6⎛月⎞⎝休⎠
な
ぎ
さ

阿部友子ピアノエレガンス　vol.15 ～再び愛を謳う～　
ピアニスト阿部友子が弾きます！唄います！

【出演】ピアノ・ボーカル：阿部友子 ピアノ：上里知巳　【開演】14：00
【入場料】全席自由 前売2,500円 当日3,000円 未就学児不可　【問合】アルページュ 阿部 090-3819-9087　★

10（金）
さ
ざ
な
み

逗子・懐メロを歌う会　想い出のあの歌 このメロディー 一緒に歌いましょう
【出演】司会・進行：山口博子 ピアノ伴奏：細谷睦子　【開演】14：00
【入場料】全席自由 1回500円 入会金100円（会員制） 未就学児不可
【問合】懐メロソング倶楽部 瀬川明由　046-841-6770

11（土）
な
ぎ
さ

2つの合唱団によるジョイントコンサート　Harmonic Wave & こーるこすもす
【出演】飯田裕之 德永桃子　【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,000円
【問合】阿部栄子 0467-24-1671  kmkrabe0467@nifty.com

11（土）
さ
ざ
な
み

LAS MONAS カルメン・ポルセル フラメンコ教室ライブ
情熱的なフラメンコ フェスティバル

【出演】カルメン・ポルセル　【開演】17：00　【入場料】全席自由 3,000円
【問合】LAS MONAS カルメン・ポルセル フラメンコ教室  046-875-2565 carmenhayama@gmail.com

12（日）
な
ぎ
さ

逗子弦楽アンサンブル第5回演奏会
バッハ管弦楽組曲1番、グリーグのホルベルク組曲等を演奏します

【出演】指揮：前澤均 客演：早川邦宏・荒井豪・海老原一晃　【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料
【問合】逗子弦楽アンサンブル 池田泰子 046-872-3107  z6ikeda@nifty.com

15（水）
さ
ざ
な
み

詩舞　佳香会温習会
【出演】佳香会員一同　【開演】10：30　【入場料】全席自由　無料
【問合】佳香会 菊池香悠 046-873-7400

15（水）
さ
ざ
な
み

第143回　歌ミュニティ “エコ～ ”月例会
皆で歌を歌ったり 軽飲食をしながら歓談 会員相互の親睦を深めている

【出演】ソングリーダー：阿部友子（ピアノ）　【開演】18：45
【入場料】全席自由 2,000円（飲食代含む）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

16（木）
さ
ざ
な
み

第19回春の音楽講座「ピアノの名曲を楽しむ・全4回」
【出演】川崎智子（ピアニスト）　【開演】10：00　
【入場料】全席自由 全4回で4,000円（4/11・25・5/16・23）未就学児不可
【問合】逗子サロンコンサート 松本はるこ 0467-24-6043（Tel・Fax） 080-5640-6043　★

17（金）
さ
ざ
な
み

いのちと平和を考える映画祭2019　
沖縄 原発など いのちと平和を追求するドキュメンタリー映画の上映  「華氏119」 （監督マイケル・ムーア）

【開演】①14：00　②19：00　【入場料】全席自由 前売700円 当日900円
【問合】逗子・葉山九条の会 富塚鈴江 046-878-6044　★

18（土）
な
ぎ
さ

飛翔音楽会
【出演】古関美香 その他　【開演】13：00　【入場料】全席自由 無料
【問合】古関美香 090-2917-5038

18（土）
さ
ざ
な
み

JAZZ Night Café Vol.117　Happy Disco Time
【出演】柴﨑陽子 ジョージ・カックル　【開演】19：00　【入場料】全席自由 3,000円 学生1,000円
【問合】柴﨑陽子 090-8688-9544 yoko7ari@gmail.com　★

19（日）
な
ぎ
さ

黒船室内管弦楽団第九回定期演奏会　ハイドン：交響曲「時計」  モーツァルト：交響曲39番他
【出演】指揮：市原雄亮　演奏：黒船室内管弦楽団　【開演】14：00
【入場料】全席自由 無料 未就学児不可　【問合】田村 kco@today-t.sakura.ne.jp

20（月）
さ
ざ
な
み

絹田悦子オリジナル曲（作詞・作曲）と訳詩（シャンソン）のコンサート
【出演】絹田悦子　【開演】14：30　【入場料】全席自由 無料 未就学児不可
【問合】絹田悦子 046-856-7661

22（水）
な
ぎ
さ

共催事業 第２回駅前寄席 in 逗子文化プラザホール
【開演】13：00　【入場料】※詳しくは中面3ページをご覧ください。
【問合】逗子文化プラザホール 046-870-6622　◎

22（水）
さ
ざ
な
み

いのちと平和を考える映画祭2019
沖縄 原発など いのちと平和を追求するドキュメンタリー映画の上映  「沖縄スパイ戦史」（監督三上智恵・大矢英代）　

【開演】①14：00　②19：00　【入場料】全席自由 前売500円 当日700円
【問合】逗子・葉山九条の会 富塚鈴江 046-878-6044　★

23（木）
さ
ざ
な
み

第19回春の音楽講座「ピアノの名曲を楽しむ・全4回」
【出演】川崎智子（ピアニスト）　【開演】10：00　
【入場料】全席自由 全4回で4,000円（4/11・25・5/16・23）　未就学児不可
【問合】逗子サロンコンサート 松本はるこ 0467-24-6043（Tel・Fax）080-5640-6043　★

26（日）
な
ぎ
さ

第284回 逗子童謡の会　老若男女が一堂に集り 楽しく歌う
【出演】リーダー：石井はるか ピアノ：徳永洋明　【開演】14：00
【入場料】全席自由 会員500円 一般参加700円 【問合】逗子童謡の会 天野伊豆子 046-871-7245

28（火）
な
ぎ
さ

第23回プリマヴェラ＆ベレッツァ合同試演会イタリア歌曲等
【出演】亀田真由美先生の生徒・細江聡子　【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料
【問合】プリマヴェラ 藤原友子 046-826-4173

29（水）
さ
ざ
な
み

渚の街の出会いあふれるコンサート　渚♪・新たな門出！
【出演】ソプラノ：谷口玲子 ピアノ：上田和代　【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

30（木）
さ
ざ
な
み

英語で自分を表現できる国際人の養成講座
今日からすぐに使える英会話・英作文のコツを伝授します

【出演】林博己・山中俊之　【開演】9：30　【入場料】全席自由500円（飲物・菓子代） 未就学児不可
【問合】林博己（「自己表現塾」塾長） 090-1994-4178  socialdesigner@circus.ocn.ne.jp

30（木）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）
一人の舞台でお好きな曲を思いきり歌いましょう！どなたも参加可

【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（予約制） 見学費（茶菓代）：500円（予約不要）未就学児不可
【問合】アルページュ 阿部 090-3819-9087

30（木）
な
ぎ
さ

春のコンサートVol.Ⅸ　鎌倉音楽クラブ（鎌倉音楽家協会）会員によるコンサート
【出演】磯絵里子 奥村たまき 室内アンサンブル　【開演】18：30　【入場料】全席自由 1,500円
【問合】鎌倉音楽クラブ（鎌倉音楽家協会）齊藤ちとせ  070-3131-5971   chittovoce@gmail.com　★　4月中旬～

31（金）
さ
ざ
な
み

神代修トランペットリサイタル“歌うトランペット”
国際ソロプチミスト逗子・葉山チャリティーコンサート

【出演】Tp：神代修 Pf：徳永洋明　【開演】13：30　【入場料】全席自由 3,000円 未就学児不可
【問合】国際ソロプチミスト逗子・葉山 土井静子 090-7264-7664  sizushihayama@soroptimist.net　★

ホール【５月】

ホール【６月】

2（日）
な
ぎ
さ

ピティナピアノステップ逗子6月地区
【出演】添田みつえ先生 土屋美寧子先生　【開演】10：10　【入場料】関係者のみ
【問合】ピティナ・横浜金沢ステーション 一色弘枝 045-784-3868 hiroe_isshiki1697@jd6.so-net.ne.jp

2（日）
さ
ざ
な
み

アランフェス協奏曲とスペイン音楽　クラシックギターとピアノによるアランフェス協奏曲
【出演】佐藤雅也（Gt.） ゲスト/小野哲也（Pf.）　【開演】13：30　
【入場料】全席自由 前売2,500円 当日3,000円 未就学児不可
【問合】佐藤雅也 080-3466-8988  masayayaya@jcom.home.ne.jp　★　6月頃～

3（月）
さ
ざ
な
み

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」　杉山公章の歌と演奏に合わせ、大きな声で一緒に歌いましょう！
【出演】杉山公章　【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,500円　
【問合】ソング・エモーション 愛美知子 090-2213-7393  brb06047@nifty.com　★

7（金）
さ
ざ
な
み

逗子・懐メロを歌う会　想い出のあの歌 このメロディー 一緒に歌いましょう
【出演】司会・進行：山口博子 ピアノ伴奏：細谷睦子　【開演】14：00
【入場料】全席自由 1回500円 入会金100円（会員制） 未就学児不可
【問合】懐メロソング倶楽部 瀬川明由 046-841-6770

8（土）
さ
ざ
な
み

ファミリー・クラシック・コンサート♪　0歳児～小学生・中学生も！オペラと楽器演奏のコンサートです。
【出演】おとのたね♪　【開演】第1回11：00 第2回14：00　
【入場料】全席自由 前売 大人1,000円 子ども500円 当日 大人1,100円 子ども600円 0歳児無料
【問合】NPO法人葉山っ子すくすくパラダイス 野北康子 080-5404-3986  info@hayama-sukupara.com　★　5月

8（土）
な
ぎ
さ

薬物依存症の正しい理解と回復支援　ダルクをご存知ですか？聴いて 見て 理解の輪を広げよう
【出演】日本ダルク代表近藤恒夫 和太鼓競演他　【開演】13：30　【入場料】全席自由 無料
【問合】ぶどうの木 in 湘南 菅田万里子 046-871-4937  e-sugata@pd5.so-net.ne.jp

9（日）
な
ぎ
さ

ジンメリンガー室内合奏団　第7回演奏会
【出演】指揮：小泉ひろし　【開演】14：00　【入場料】全席自由 3,000円 高校生以下1,500円 未就学児不可
【問合】ツジ 046-873-5089 ファンデーク・ミュジーク 046-873-4012  v@dijk-muziek.com　★　4/1 ～

11
～
15
（火）

（土）

さ
ざ
な
み

第37回逗子美術協会会員プラザ展　※ギャラリー同時開催
【出演】　【展示時間】10：00 ～ 17：00　【入場料】無料　
【問合】逗子美術協会 事務局 佐藤朋子 046-871-8533  at.satomo@clock.ocn.ne.jp

16（日）
さ
ざ
な
み

小笠原学園発表会
【出演】柳原順子 熊谷美果 細見涼子 恒川ひろこ　【開演】未定　【入場料】全席自由　無料
【問合】小笠原学園 小笠原裕貴子 046-871-2082　mail@ogasawara-gakuen.com

16（日）
な
ぎ
さ

第285回　逗子童謡の会　老若男女が一堂に集り　楽しく歌う
【出演】荒井恵美　菅原達郎　【開演】14：00　【入場料】全席自由 会員500円 一般参加700円
【問合】逗子童謡の会 天野伊豆子 046-871-7245

19（水）
さ
ざ
な
み

ピアノでシャンソン・歌う会
舞台の上でシャンソンやカンツォーネを生ピアノ伴奏で歌ってみませんか?

【出演】ピアニスト 太田久美子　【開演】13：20　
【入場料】出演者：1人2曲歌えます（3,000円） 見学者：無料 予約なし　【問合】C.C倶楽部 江藤 090-9206-7476

19（水）
さ
ざ
な
み

第144回　歌ミュニティ “エコ～ ”月例会
皆で歌を歌ったり 軽飲食をしながら歓談 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（アコーディオン）　【開演】18：45
【入場料】全席自由 2,000円（飲食代含む） 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

20（木）
な
ぎ
さ

畔上弘子 昼下がりのシャンソンライブ　午後のひととき シャンソンなどいかがでしょうか
【出演】ボーカル：畔上弘子 ピアノ：大本公廣　【開演】13：30　【入場料】全席自由 2000円 未就学児不可
【問合】畔上弘子 090-4969-3126　★

20（木）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）
一人の舞台でお好きな曲を思いきり歌いましょう！どなたも参加可

【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（予約制） 見学費（茶菓代）：500円（予約不要） 未就学児不可
【問合】アルページュ 阿部 090-3819-9087

22（土）
な
ぎ
さ

逗子市広報大使 コンサート&トークショー
【開演】14：00　【入場料】※詳しくは中面2ページをご覧ください。
【問合】逗子文化プラザホール 046-870-6622　◎

23（日）
さ
ざ
な
み

the 5th たのんコンサート in Zushi　楽器としてのiPadと生楽器の合奏でジャンルを超えた名曲を！
【出演者】ぱそばん、atomクァルテット他　【開演】13：15　【入場料】全席自由 無料
【問合】パソコンじゅく新逗子教室 赤羽根龍一 090-6562-3123 joy@pczushi.com

28（金）
さ
ざ
な
み

ドキュメンタリー映画「蘇れ 生命の力 小児科医 真弓定夫」上映会と娘沙織さんの講演会
【出演】真弓沙織　【開演】10：00　【入場料】全席自由 前売1,800円 当日2,000円 小学生以下無料
【問合】マナハート 090-9693-3621 manaheart23@hotmail.com　★

28（金）
な
ぎ
さ

パールエコー第28回試演会　クラシックの発声と歌唱を学んでいる会員の発表会
【出演】亀田眞由美先生 出演者19名　【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料
【問合】パールエコー 太田薫 046-873-3937

29（土）
な
ぎ
さ

鎌倉アミ音楽教室コンサート　発表会（ピアノ・ヴァイオリン・フルート・声楽）
【出演】鎌倉アミ音楽教室 生徒・講師　【開演】10：30　【入場料】全席自由 無料
【問合】瀧川美穂子 0467-23-2137 mail@music-ami.com

29（土）
さ
ざ
な
み

KLEINE KLAVIER KONZERT Vol.15　ピアノ発表会
【出演】林田恭子　【開演】18：45　【入場料】全席自由 無料
【問合】林田恭子 080-5400-0124
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休館日：第1・第3火曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館）および12/29～1/3

4/20（土）
～ 4/21（日）

三溪会書画表装展　
橋本関雪、渋沢栄一、棟方志巧、久米正雄、榊莫山等

【展示】10：00 ～　未就学児不可

【問合】三渓堂書画表装研究会 0467-22-3709 sankeido@jcom.zaq.ne.jp

4/23（火）
～ 4/29（月）

第7回　フォト楽会写真展
会員10名選択の作品展示

【展示】9：30 ～ 17：00（初日10：00 ～／最終日～ 16：00）

【問合】フォト楽会 佐藤忠治郎 046-873-2367

5/1（水）
～ 5/9（木）

白と黒のキューバ　CUBA MONOCHROME
モノクローム映像でとらえたハバナの裏街の日常風景

【展示】10：00 ～ 19：00

【問合】夜野 悠 070-5621-4953 yorunoyuhosya@yahoo.co.jp

5/10（金）
～ 5/13（月）

彩遊会 県立川崎高校昭和36年卒会員絵画展
会員5名の油絵・水彩画・パステル画の作品

【展示】10：00 ～ 17：00（初日12：00 ～／最終日～ 16：00）

【問合】彩遊会 細田嘉孝 045-894-6166

5/14（火）
～ 5/20（月）

逗子写友会写真展
撮影会などで撮り溜めた作品をご覧ください

【展示】10：00 ～ 17：00（初日11：00 ～／最終日～ 15：00）

【問合】逗子写友会 046-872-1427 yshinga4205@nifty.com

5/22（水）
～ 5/26（日）

小さな命の写真展
センターから救い出された犬の生き様から命の尊さを訴える写真展

【展示】10：00 ～ 19：00（初日11：00 ～／最終日～ 18：00）

【問合】One☆Paw 三浦恵美子 090-8813-1384  emiko_duran_the_dog@yahoo.co.jp

5/29（水）
～ 6/2（日）

さつき盆栽と山野草の展示会
さつきの盆栽と春の山野草の展示

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

【問合】逗子さつき会 石田武雄 046-872-6448

6/11（火）～
6/15（土）

第37回逗子美術協会会員プラザ展
【展示】10：00 ～ 17：00 ※さざなみホール同時開催

【問合】逗子美術協会　事務局 佐藤朋子 046-871-8533  at.satomo@clock.ocn.ne.jp

6/16（日）
古本リサイクル市
不要になった本を持ち寄る無料の交換市 ※本の持ち込みは13時まで
10：00 ～ 14：00 

【問合】図書館フレンズ・逗子 046-871-7708

6/20（木）～
6/24（月）

逗子パレットクラブ絵画展
平和夫先生ご指導の下 楽しく描いています

【展示】10：00 ～ 16：00

【問合】逗子パレットクラブ 佐々木 046-872-0582

6/25（火）～
7/1（月）

第19回マリンブルー展
6人の仲間が年に一度　風景　人物　草花等の油彩画を発表する絵画展

【展示】9：00 ～ 17：00（初日13：00 ～／最終日～ 16：00）

【問合】前田弘046-807-4288

ギャラリー

5（金）
さ
ざ
な
み

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」　杉山公章の歌と演奏に合わせ、大きな声で一緒に歌いましょう！
【出演】杉山公章　【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,500円
【問合】ソング・エモーション 愛美知子 090-2213-7393 brb06047@nifty.com　★

6（土）
さ
ざ
な
み

若手演奏家シリーズ♯9
【開演】14：00　【入場料】※詳しくは中面2ページをご覧ください。
【問合】逗子文化プラザホール 046-870-6622　◎

6（土）
な
ぎ
さ

横浜市立大学ダンス部ALMA 第9回公演
【出演】横浜市立大学ダンス部ALMA　【開演】未定　【入場料】全席自由　金額未定
【問合】横浜市立大学ダンス部ALMA 大北若奈 090-7048-5077  i170114a@yokohama-cu.ac.jp

8（月）
さ
ざ
な
み

逗子・懐メロを歌う会　想い出のあの歌 このメロディー 一緒に歌いましょう
【出演】司会・進行：山口博子 ピアノ伴奏：細谷睦子　【開演】14：00
【入場料】全席自由 1回500円 入会金100円（会員制） 未就学児不可
【問合】懐メロソング倶楽部 瀬川明由 046-841-6770

9
～
11
（火）

（木）

さ
ざ
な
み

日の会展　会員による絵画作品展示
【展示時間】9：30 ～未定　【入場料】無料
【問合】日の会 井出泰彦 090-9203-6090 youkou_ide@ynahoo.co.jp

13（土）
な
ぎ
さ

女声合唱ディアーナ 第１２回コンサート
【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

12（金）
さ
ざ
な
み

サマープレゼンテーション
【開演】9：30　【入場料】関係者のみ
【問合】コスモスインターナショナルスクール 堀込綾 046-870-5468  highland@cosmos-sch.com

14（日）
さ
ざ
な
み

逗子開成コール・レーネ 第17回演奏会
【出演】徳永洋明　【開演】14：00　【入場料】全席自由 500円
【問合】逗子開成コール・レーネ 安井洋子 080-1037-9736  clarayoko@ezweb.ne.jp　★

ホール【７月】


