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2020年

2月 22日（土）
開場13：30 開演14：00
なぎさホール

ホ ス

全席指定
一

般

高校生以下

3,500円
2,000円

今年の逗子落語会には、
柳家花緑と柳家三三が登場！

逗子落語 会

チケット発売中

※未就学児は入場できません。
©Jimmy&Dena Katz

COMING SOON

若手演奏家シリーズ ＃10
新春雅楽
ウィークデーマチネ
癒しのクラシックコンサート
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団アンサンブル 沖仁 con 木村大 トモイクフェスティバル
詳細は中面をご覧ください ▶

あなたもこの「ホール＆ギャラリーニュース」で
PRしてみませんか?
広

発行部数
発 行 日
配 布 先

告

広告紙面
広告サイズ
金
額
広告データ

110,000部
年4回（1/1、4/1、7/1、10/1）
逗子市内全戸、逗子近隣地域への新聞折り込み、市外在住の希望者、
逗子市内外公共施設等
１面下
１コマ：縦4.5cm×横8.3cm
１コマ：20,500円 2コマ：30,800円 3コマ：41,100円
完全版下原稿データまたは掲載内容（文章・画像・イラストも可）
を
指定日までにメールで送付

お問合せ

ホール・練習室等の施設をご利用の皆様へ

予約システムの有効期限をご確認ください
日頃より
「逗子市施設予約システム」をご利用いただきありがとうご
ざいます。予約システムの利用者登録には有効期限がありますので
ご注意ください。有効期限が切れますと予約システムのご利用がで
きなくなります。登録更新の必要書類や手続きについては各施設に

TEL：046-870-6622

施設ご利用についてのお知らせ
なぎさホール優先予約のご案内

長期にわたりご登録・ご利用をいただいている市民の皆様を対象に、
ひと月あたり2件限定でなぎさホールの優先予約
（使用日が属する月の14ヶ月前からのお申し込み受付）
を行っております。

ホール施設のご内覧・ご利用相談はお気軽に！

スタッフが施設見学のご案内をいたします。利用中ではない空き時間に
限られますので、事前のお問い合わせ、お申し込みをお願いいたします。

てご案内しています。

逗子文化プラザホール サービス課

逗子文化プラザホール

FAX：046-870-6612

MAIL：info@bunka-plazahall.com

なぎさホール

なぎさホール

新春雅楽
［出演］ ［プログラム］
伶楽舎

管絃

平調音取、越天楽、双調音取、入破、武徳楽

催馬楽
舞楽

新しき年

沖仁 con 木村大

有名な越 天 楽 のほか、新 春 に 相 応しい
双調の曲や平安貴族が歌った催馬楽「新
しき年」、舞楽は「源氏物語」紅葉賀で光

情熱のギターコンサート

源氏が見事に舞って、その場の誰もが魅
了されたあの「青海波」。なかなか見るこ
とのできない豪華な舞楽をぜひお楽しみ
ください。

［出演］
沖仁（フラメンコギター）
木村大（クラシックギター）

終演後には楽器体験を開催！

青海波、胡飲酒

フラメンコギター・国際コンクール国際
部門で日本人初 優 勝を成し遂げた世界
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。クラシ
ックギター国際コンクールで最年少優勝
を飾り、世界を驚かせた天 才ギタリスト
木 村大を迎えて贈る、スペインを感じる
情熱のステージ。

チケット購入後、先着順の申し込みです。
体験楽器：篳篥・龍笛・打楽器

［プログラム］
四季「夏」第3楽章 プレスト
（夏の嵐）
スペイン
禁じられた遊び 他

2020年

1月25日（土）

2020年

2月8日（土）

開演14 : 00（開場13 : 30）
全席指定
〔一
般〕4,000円
〔高校生以下〕2,000円

開演15 : 00（開場14 : 30）
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。

※未就学児は入場できません。

ホ ス 島

チケット発売中

ホ ス

※お問合せの際、すでに完売している場合がございます。

なぎさホール

チケット発売中

逗子落語会

柳家花緑・柳家三三
二人会

今 年の逗子落語 会には、柳家花緑と柳家三三が登場！
毎年人気の逗子落語 会、どうぞお見逃しなく！

［出演］
柳家花緑
柳家三三
鏡味仙志郎（太神楽曲芸） 他

2020年

2月22日（土）
開演14 : 00（開場13 : 30）

全席指定
〔一
般〕3,500円
〔高校生以下〕2,000円
※未就学児は入場できません。

ホ ス

さざなみホール

なぎさホール

若手演奏家シリーズ
若手演奏家シリーズ #10
#10

第23回
第23回

音の饗宴

共催事業

癒しのクラシックコンサート

–
–ソプラノ×ヴァイオリン×
ソプラノ×ヴァイオリン×ピアノ
ピアノ–
–
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10弾。ソプラノ、ヴァイオリン、ピアノで紡ぐ
美しい音の世界。みずみずしい感性で、ソロからアンサ
ンブルまで、それぞれが持つ多彩な魅力を表現する。
次代を担う若き俊英たちの“今”を聴く。

チケット発売中

湘南地域で唯一のプロオーケストラが年に一度開催す
るコンサートが、今年は逗子にやってきます。ソリストと
して全国で活躍中の演奏家もここではオーケストラの
一員として演奏する贅沢な演奏会。

［出演］
音羽麻紀子（ソプラノ）
中村風子（ヴァイオリン）
高橋美菜子（ピアノ）

［出演］
湘南鎌倉フィルハーモニック管弦楽団（演奏）
中田延亮（指揮）
木川博史（ソリスト・N響ホルン奏者）
藤原浜雄（コンサートマスター・元読響コンサートマスター）
朝岡聡（コンサートソムリエ・元テレビ朝日アナウンサー）

［プログラム］
プッチーニ：オペラ「ジャンニ・スキッキ」
より“私のお父さん”
ショパン：ポロネーズ第6番 変イ長調「英雄」Op.53
シュポア：6つのドイツの歌 Op.154 他

［プログラム］
ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
R.シュトラウス：ホルン協奏曲 第1番 他

2020年

全席自由
〔一
般〕3,500円

3月14日（土）

NPO法人癒しの
医療を考える会会員 3,000円

〔大学生以下〕2,500円

開演16 : 30（開場16 : 00）

※未就学児は入場できません。

〔チケット取扱場所〕

2020年

・逗子文化プラザホール窓口

開演14 : 00（開場13 : 30）

・イープラス

全席自由 1,000円

［主催］NPO法人癒しの医療を考える会

3月8日（日）

※電話予約は承っておりません。

・島森書店鎌倉本店
・横浜市栄区民文化センターリリス
（窓口販売のみ）

※イープラスは一般券と学生券のみ取扱い
［共催］逗子文化プラザホール

※未就学児は入場できません。

ホ

（指定管理者：逗子文化プラザパートナーズ）

チケット発売中

チケット発売中

2

桜田悟（ヴァイオリン）

第4回

髙野香子（ヴィオラ）

齋藤雄介（クラリネット）

会場：
なぎさホール・さざなみホール・ギャラリー

逗子トモイク
フェスティバル
3月21日（土）・22日（日）
今年もトモイクフェスティバル開催します。3月21日
（土）22日
（日）
の2日間は、文化プラザホール、市民交流センター、逗子小
学校校庭が、フェスティバル会場になります。大人も子どもも、
ともに楽しめる企画がいっぱい。楽しい音楽、心躍るステージ、
おいしい食べ物、興味深いワークショップ、日本伝統の茶道など、
一日中楽しめます。詳細は http://tomoiku.org/ へ随時アップ
されます。逗子トモイクフェスティバルをみんなで楽しみましょう！
主催：逗子文化プラザ市民交流センター
共催：逗子市、逗子市教育委員会、逗子文化プラザホール

ホ ス
チケット発売中

加納裕生野（ピアノ）

12

なぎさホール

生の頃はちょっと知恵がついて通ぶってみたく
なり、「カヴァコスのヤンセンのね、室内楽がい
いのよ案外」
とか言っていました。最近ではコ
パチンスカヤにハマっております。
髙野：オーケストラに入団後、演奏だけでな
く音 楽に対する姿 勢など、本 当に多 くの事
を色んな人から学 びました。これからも相
手の年 齢や経 験の多 寡を問わず、多 くの人
から影響を受けて、足掻き続けていく事にな
ると思います。
齋藤：師事してきた先生方。音やセンスは到
底真似できるものではないですが。
加 納：ピアニストのグリゴリー・ソコロフと
指揮者のカルロス・クライバーの演奏
（特に
モーツァルト）
がとても好きで、学生の頃、大
きく影 響を受けました。ソコロフの演 奏は、
ホールという大きな空間を自在に操り、１音
１音から鮮 明な情 景 を呼 び起こし、また 色
彩や香りまでも放っている感じがして、感動
を通り越して声も出ないようなインパクトを
受けたのを覚えています。

開演13 : 00 全席自由 2,000円
（開場12 : 30） ※未就学児は入場できません。

●今回の編成の魅力とは？
桜田：今回の楽器の組み合わせというのは、
同じくらいの人数でも弦楽四重奏や木管五
重 奏などと違い、
一般 的ではありません。し
かし、いつも同じオーケストラで演奏してい
る仲 間
（といっても私は１番下っ端ですが）
と
なら上手く新しい響きが作り出せるかも知
れません。各々の楽器のソロもございますの
で、１人の音色から段々溶け合っていく過程
もお楽しみいただけるかと思います。

2月12日（水）

●２月 日公演の聴きどころを教えてくだ
さい。
齋藤：各楽器の特有の音はもちろんですが、
それらの音が混じって新たな響きが生まれる
のが室内楽の大きな魅 力。耳馴染みの曲か
ら本格的なクラシックまで、ぜひ肩の力を抜
いて楽しんでいただけたら幸いです。

2020年

なぎさホール

Music Fair 2020

バザール型、参加型、未来型の楽しさを感じてください。いろん
な世代、いろんな音楽やパフォーマンス、次々に出てきます。そ
れだけなのだけど、何かが違う。と、来てくださった方皆さんが
感じます。みんなが楽しくなるイベントです。
（Facebook：MusicFair
（なぎさホール）
で検索）

映画『みとりし』上映会

最期の時、どんな風に旅立ちたいですか？
見送りたいですか？
命のバトンをテーマに大切な人を送り出す
瞬間を問いかける、映画
『みとりし』
を上映し
ます。
【お問い合わせ】
T&T 小山内 080-5654-1331
https://ttblueearth.wixsite.com/tt-happy

3月21（土）
日

さざなみホール

3月22（日）
日

さざなみホール

映画『
』上映会& 幻想的な映像と生演奏で贈る
「銀河鉄道の夜」
～
音楽ワークショップ「 サークル
ボイス 」 ～読み聞かせ
RESONANCE
ひびきあうせかい

映画
『RESONANCE ひびきあうせかい』
は、
「分断された世界を、音楽
の力で再びつなげたい ! 」という想いから生まれた、体感型ドキュメン
タリー映画です。上映と田中トシノリ監督＆青柳拓次さんのトーク、円
になり、声やリズム、楽器、存在を響かせ合せあい
みんなで紡ぐ音楽のワークショップ
「サークルボイ
ス」
を行います。詳しくは、
（土）
http://camwacca.jp/
info@camwacca.jp

3月21日

宮沢賢治作
「銀河鉄道の夜」
の物語。手作りのイラストと、学研の図鑑
NEOなどに掲載されている自然写真家牛山俊男さんの星空の映像を
背景に、バイオリン神代恭子、チェロ吉濱綾伽、ピアノ剱持育子のトリ
オが奏でる吉濱綾伽作曲のオリジナル
音楽と共にお届けします。幻想的な銀
河の旅で、心癒されるひとときをお過ご
し下さい。
（日）

3月22日

ホール主催イベントチケットお申し込み方法

神奈川県が誇るプロオーケストラ
〝神
奈 川フィルハーモニー 管 弦 楽 団〞
のメン
バーによるアンサンブルコンサートをお
客様にさらにお楽しみいただくため、メ
ンバーの皆さまにお話しを伺いました。

神奈川フィルハーモニー
管弦楽団アンサンブル

●楽器を始めたきっかけは？
桜田：４歳の頃、気付いたら楽器を持た
されていました。スポーツは苦 手で、お
勉強の方も褒められたものではなかった
ので、音楽というものが子供の頃の自分
にとってしっかりとアイデンティティになっ
て、親には感謝しています
（笑）
。
髙 野：子供の頃、友達に
「私ヴァイオリン
習っているの」
と自慢
（？）
され対抗心に火
がつき、
ヴァイオリンを習い始めました。
その後、オーケストラの作品を通じてヴィ
オラに興味を持ち、新たに師事した先生
にも初っ端のレッスンで
「あなたヴィオラっぽ
いからそっちやりなさい」
と言われ、大喜び
でヴィオラに手を染める運びとなりました。
齋藤：野球部に入るつもりが先に音楽室
（オ ー ケストラ部）
を 覗いたら 先 輩に捕
まってしまい
「いま余っているのコレしかな
いから」
とクラリネットを渡されました。
加 納：近 所の音 楽 教 室に幼 稚 園 年 中の
頃 通い始め、鍵 盤楽器
（エレクトーン）
に
触れ始めたのがきっかけです。小学校１
年生よりピアノを習い始めました。しか
し小学校中学年ぐらいまではピアノの練
習がとても嫌いで、幾度となく母に
「やめ
たいから先生に言って！」
と頼んだ記憶が
あります。その後、段々と音楽の楽しみ
方がわかるようになり、
今は音楽家になっ
て幸せだと思っています。

ウィークデーマチネ

●影響を受けたアーティストはいますか？
桜田：小さい頃はパールマンをずっと聴
かされていたので、小品をお洒落に弾け
る人になりたいと思っていました。音大

さざなみホール

ギャラリー
アートを通して、みんなで創る・暮らすプロジェクト

●空とぶ さかな
●さかなバッチ

ワークショップ

ZAF2019で人々を魅了した
「ぼくたちのうた
がきこえますか」
。アーティスト松澤有子を中
心に、延べ1,000名の市民が参加して大型イ
ンスタレーションが完成しました。この作品の
一 部「漂 着 プ ラスチック」や「竹 紙」を使って
アートワークショップを行います。
【参加費】
各500円
https://bokuuta2019.localinfo.jp/

3月21（土）
日・
22（日）
日

さざなみホール

Love & Peace・原田真二

PRE WORKSHOP

10周年、ずし平和デー Love ＆Peace、原田真二さんと
一緒にバラエティコンサートを8月22日に開催決定！
このコンサートに向けてプレイベントとして原田真二さん
と歌のワークショップを行います！ステージで見る姿とは
違う。プロのミュージシャンと音楽の楽しさを体験できる
ワークショップに参加してみませんか！
連絡先 love249peace@gmail.com

3月22（日）
日

なぎさホール客席図

•ホール主催イベントチケットは市民先行発売の設定があります（一部）。ぜひご利用ください。
［発売初日のみ市民先行発売10時～、一般発売１３時～］
•市民先行発売は、ホール窓口・電話予約・インターネット予約のみです。
•このマーク
（ ス 島 ）のあるイベントは下記“チケットお取扱い場所”に記載の店舗でもご購入いただけます。
ただし、発売初日の取扱いは13時からです。
また、電話予約・インターネット予約はご利用いただけません。

インターネット
24時間

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

❶逗子文化プラザホールホームページ(httpｓ://www.bunka-plazahall.com/)にアクセスし、
チケット予約のページから希望の公演をお選びください。
（文化プラザホールでお引き取りの場合）、
（セブ
❷購入が決定しましたら、「受付番号」
「払込票番号」
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。
（文化プラザホールでお引き取りの場合）、
「払込票番
❷購入が決定しましたら、お客様の「受付番号」
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。

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。

チケットのお引き換え期間

セブンイレブンでのお引き取り

申し込み日から1週間

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165
円）、
コンビニ発券手数料
（1枚につき110円）
が別途かかります。
ご了承ください。

※チケット発券後のキャンセル、
払い戻しはいたしません。

○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。

チケットお取扱い場所

マークのご案内

ホ 逗子文化プラザホール

TEL 046-870-6622

ス スズキヤ逗子駅前店サービスカウンター

TEL 046-871-3315

島 島森書店鎌倉本店

TEL 0467-22-0266

このマークは有料託児サービス
（予約制）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。
このマークは未就学児からご入場いただける公演の目印です。

3

EVENT SCHEDULE

【開演】13：30 【入場料】全席自由 2,000 円 中学生以下 1,000 円 未就学児不可
【問合】T ＆ T 小山内 080-5654-1331 tt.blue.earth@gmail.com

さざなみ

20（木）

さざなみ

大船中央病院 逗子出張公開講座

21（金）

さざなみ

詩舞紫舟流 海よりも深き「母の愛」

22（土）

な ぎ さ

第 152 回 歌ミュニティ “ エコ～ ” 月例会

逗子落語会 柳家花緑・柳家三三 二人会

音楽のある日常 第 88 回渚の街の出会いあふれるコンサート

さざなみ

横須賀共済病院 市民公開講座 誤嚥性肺炎 予防と治療と患者支援

第 154 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：松井眞理子（ピアノ）【開演】18：35
【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

子どもたちが学校の授業で創作した絵画・工作を展示

1/15
【展示】9：00 ～ 17：00（最終日～ 16：00）
～ 1/17（金） 【問合】逗子教育研究会（図工・美術部会）046-873-1111 内線 517 逗子
（水）

逗子市放課後児童クラブ児童作品展

1/23（木）
市内 5 施設の児童の作品と活動の様子を展示
～ 1/27（月） 【展示】平日 10：00 ～ 18：00 土日 9：00 ～ 18：00

【問合】逗子市教育委員会教育部保育課 担当 桑原 046-873-1111 内線 531

第 10 回 ずし美アートサロン作品展

2/20（木）
ずし美アートサロン参加者による絵画作品展
～ 2/23（日・祝） 【展示】10：00 ～ 16：30
第 5 回 人物デッサン自由公募展

衆議院議員早稲田ゆきと草の根の民主主義を語り尽くす市民の集い

【出演】衆議院議員早稲田ゆき他 立憲民主党議員多数集結 【開場】18：30（予定）
【入場料】500 円（地元お茶菓子、資料）【問合】早稲田ゆきと国政・市政・町政を
勉強する会 髙井 0467-24-0573 wasedayuki@gmail.com ★

高橋てるみ箏三絃教室おさらい会

【出演】高橋てるみ 箏三絃教室門下生 【開演】12：00 【入場料】全席自由 無料
【問合】高橋てるみ 0467-25-2690 terumi_futaba@kamakuranet.ne.jp

3/6（金）
25 号以下の平面画を募集（毎年 2 月） 参加費 :500 円（25 号以下）
～ 3/16（月） 【展示】10：00 ～ 15：00（初日 13：00 ～）
【問合】肖像画デッサン会 河田勲 090-1269-4370 kwt@v7.com

ATELIER310 こどものアトリエ

3/25（水）
小さな手から生まれた陶芸・絵画・工作作品の展示
～ 3/29（日） 【展示】10：00 ～ 17：00（初日 14：00 ～／最終日～ 15：00）

【問合】ATELIER310 荒井愛 090-1667-6763 LINE 検索 ID atelier310

二人のピアニストによるピアノトリオの夕べ

第 21 回 木曜会絵画展 水彩 パステル 油彩の展示しています

4/9（木）
【展示】10：00 ～ 17：00（初日 10：30 ～／最終日～ 16：00）
～ 4/13（月） 【問合】木曜会 小宮好子 046-873-5175

【出演】古関美香 小杉直子 鈴木葉子 只野晋作 【開演】18：00
【入場料】全席自由 前売 2,000 円 高校生以下 500 円 当日 2,500 円
【問合】古関美香 090-2917-5038 ★ 2 月～

※イべント掲載の内容は2019年10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。
詳しくは各問合先へお問い合わせください。
※◎は
「ホール主催イベントチケットお申し込み方法」
をご覧ください。
※★は逗子文化プラザホールの窓口でチケット取扱いあり。
（ 電話予約は受け
付けていません。）取扱いは催事日の前日まで。★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。
※イベント掲載の内容は、
主催者の希望により掲載していない催物もございます。

逗

JR逗子駅前
新逗
子通
り

逗子市役所

書の楽しみ 書と掛軸の意匠展

4/1
【展示】10：00 ～ 16：00（初日11：00 ～／最終日～ 15：00）
～ 4/5（日） 【問合】佳墨会 中村和美 046-871-2449

4月

（水）

【出演】小林紫舟 【開演】13：30 【入場料】全席自由 前売 800 円 当日 1,200 円
【問合】小林紫舟 080-3409-1473 ★

【出演】呼吸器内科部長 夏目一郎 他 2 名 【開演】14：30
（土） 【入場料】全席自由 無料 事前申込制先着 130 名
【問合】横須賀共済病院 地域連携室 よこすか健康教室事務局 046-827-1117
kouen-kouza@ykh.gr.jp

【開演】10：30 【入場料】全席自由 無料
【問合】逗子市企画課秘書室 近藤 046-873-1111（内線 314）

【問合】ずし美アートサロン（後援：逗子美術協会）046-871-8958（葉山）

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

【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 ◎

令和 2 年度 市制記念日表彰式
市制記念日に地域社会の発展に功績のあった方などを表彰します

センターから救い出され新しい飼い主の元で幸せになった犬猫の

イタリア古典歌曲を楽しむ ①初心者のあなたに！

【出演】ソングリーダー：福田安弘（アコーディオン）【開演】18：35
【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

【出演】婦人科：小林久美 女性泌尿器科：町田舞子 【開演】10：00
【入場料】全席自由 無料 【問合】大船中央病院 0467-45-2111

15（水）

【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 会員制 入会金 100 円 会費 700 円 未就学児不可
【問合】瀬川明由 046-841-6770

2/13（木）～
写真展
2/17（月） 【展示】10：00 ～ 18：00（初日 10：30 ～）

【出演】ソプラノ：谷口玲子 ピアノ：五島三津子 【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

29（日）

3

15（水）

【出演】長嶋緑主催ボーカルセッション参加者有志 【開演】13：30
【入場料】全席自由 無料 【問合】長嶋緑 090-8440-7585 dorichan@aol.com

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

27（金）

（金）

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】指揮：前澤均 【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

いのちつないだワンニャン写真コンテスト 2019 入賞作品展

【入場料】※詳しくは 3 ページをご覧ください。

さざなみ

な ぎ さ

「地球交響曲ガイアシンフォニー第五番」上映会

13（月）

さざなみ

【出演】フリースタイルミュージック 青柳三保子 【開演】13：30
【入場料】全席自由 無料 【問合】フリースタイルミュージック in ZUSHI 青柳三保子
090-4365-6636 bikkuri0901@yahoo.co.jp

ジャズボーカルチャレンジライブスペシャル ピアノトリオで歌う会！

さざなみ

さざなみ

フリースタイルミュージック in ZUSHI リサイタル

12（日）

逗子弦楽アンサンブル 第 6 回演奏会
チャイコフスキー「弦楽合奏のセレナード」他を演奏します

市教育委員会学校教育課

第 4 回 トモイクフェスティバル

さざなみ

これからも えがおいっぱい たのしい人生！！

【出演】デイサービスらくらく 利用者 【開演】15：00 【入場料】関係者のみ 全
席自由 【問合】デイサービスらくらく 二瓶 046-872-6555 rakuraku@raku.or.jp

12（日）

ボーカル ハーモニーと選曲で音楽の差別化

【出演】DG 【開演】① 15：00 ② 18：00
【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】DG 野間サッチ 090-4424-7194 snoma001@yahoo.co.jp ★ 2/1 ～

第 153 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：松井眞理子（ピアノ）【開演】18：35
【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

さざなみ

さざなみ

デイサービスらくらく 20 周年記念文化祭

11（土）

さざなみ

25（水）

DG ソウル R ＆ B ジャズ音楽グループ

さざなみ

さざなみ

ウィークデーマチネ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団アンサンブル

【開演】13：00 【入場料】※詳しくは 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 ◎

第五十五回 鎌倉はなし会 桂米團治独演会

【出演】桂米團治 【開演】15：00 【入場料】全席指定 4,000 円 未就学児不可
【問合】鎌倉はなし会 秋山真志 0467-23-0992 m-aki@df7.so-net.ne.jp ★ 3/7 ～

な ぎ さ

【出演】村瀬額山 石井星山 鈴木沾山 石井輝男 【開演】14：00
【入場料】全席自由 無料 【問合】逗子尺八合奏団 石井輝男 080-5478-0141

11（土）

【出演】白石太一郎 【開演】14：00 【入場料】全席自由 一般 700 円 会員 500 円
【問合】長柄桜山古墳をまもる会 西村肇 046-875-7258

さざなみ

22（日）

古墳発見 20 周年記念特別講演会 東国における前方後円墳の終末

な ぎ さ

～

逗子尺八合奏団 第 13 回演奏会 現代邦楽、古典本曲を中心の尺八合奏

19（水）

22

18（水）

21（土）

10（金）

逗子市立小中学校図工美術作品展

【出演】鈴木弘尚（ピアニスト）【開演】未定 【入場料】全席自由 無料
【問合】よこすかステーション 平尾典子 045-832-7725 norikohirao.piano@gmail.com

さざなみ

さざなみ

16（日）

15（日）

逗子 3 月地区 ピティナ・ピアノステップ

ギャラリー

な ぎ さ

9 （日）

第 293 回逗子童謡の会 老若男女が一堂に集り 元気で楽しく歌う

【出演】リーダー：和田祐樹 ピアノ：小南雅世 【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

JAZZ Night Café Vol.122 14 周年！

【出演】柴﨑陽子・Jun Saito・関根敏行 他 【開演】19：00
【入場料】全席自由 大人 3,000 円 学生 1,000 円
【問合】ティ・アール・ワイ 柴﨑 090-8688-9544 yoko7ari@gmail.com ★ 2 月～

ギャラリー

【開演】16：30 【入場料】※詳しくは 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 ◎

さざなみ

な ぎ さ

9 （日）

共催事業 第 23 回 癒しのクラシックコンサート

【開演】15：00 【入場料】※詳しくは 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 ◎

9 （木）

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 ★

なぎさ

さざなみ

8 （土）

沖仁 con 木村大 情熱のギターコンサート

【出演】星野ルネ（漫画家 タレント）【開演】14：00 【入場料】全席自由 無料
【問合】逗子フェアトレードタウンの会 090-9807-1925 fttzushi.event@gmail.com

14（土）

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」

6 （月）

一人の舞台で好きな曲を思いきり歌ってみませんか 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（おひとり２曲まで）34 曲限定 予約制／見学費：
500 円（茶菓代）予約不要／未就学児不可
【問合】アルページュ 阿部友子 090-3819-9087

さざなみ

さざなみ

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

8 （土）

15（土）

12（木）

な ぎ さ

【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 ★

国際文化フォーラム in 逗子 ～多文化共生とフェアトレード～

14（金）

歌のステージ『La Plage』
（ラ・プラージュ）第 76 回

野崎弥寿子シャンソンコンサート

【出演】野崎弥寿子 花井研（ピアニスト）戸井栄子 添田敏子 【開演】14：00
【入場料】全席自由 2,000 円
【問合】サロンド葉山 野崎弥寿子 046-876-1710 ★

ZUSHI-ROCK 復興応援チャリティーコンサート

【開演】18：00 【入場料】全席自由 大人 2,000 円 学生 1,000 円（予定）
【問合】3.11 つなぐっぺし 服部誠 080-5095-5763 busbanred@gmail.com ★

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】司会・進行：山口博子 ピアノ伴奏：細谷睦子 【開演】14：00
（水）
【入場料】全席自由 会員制 入会金 100 円 会費 700 円 未就学児不可
【問合】瀬川明由 046-841-6770

12（水）

11（水）

【開演】11：30 【入場料】全席自由 無料 【問合】エデン 046-873-6521

な ぎ さ

さざなみ

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」

エデン・ミニライブ

10（火）

さざなみ

【出演】バレエ・ダンス生徒 講師：関野早也香
【開演】① 2/1（土）14:30（Ballet Act & Dance Act）② 2/2（日）10:30（Dance Act のみ）
③ 2/2（日）14:30（Ballet Act & Dance Act）【入場料】全席自由 500 円
【問合】Zusi Dance Studio Ales 代表：関野早也香 070-6454-4425 ales.zusi@gmail.com ★

若手演奏家シリーズ ♯ 10 音の饗宴 ーソプラノ×ヴァイオリン×ピアノー

【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 ◎

な ぎ さ

な ぎ さ

5

Nutcracker/Jackson/Musical

8 （日）

【出演】ファンデーク音楽院会員 講師：小泉ユミ 他 【開演】11：00（予定）
【入場料】全席自由 無料 【問合】ファンデーク音楽院（コイズミ・スギウラ）
046-873-4012 v@dijk-muziek.com

さざなみ

写真で考える看取り～生と死 それはいのちをつなぐバトンリレー

【出演】國森康弘氏（フォトジャーナリスト）【開演】14：00 【入場料】全席自由
無料 未就学児不可 【問合】鎌倉保健福祉事務所 保健福祉課 金子 0467-24-3900

8 （日）

【出演】望月美智代 北鎌倉ピアノ教室生徒の皆さん 【開演】13：00
【入場料】関係者のみ
【問合】北鎌倉ピアノ教室 望月美智代 0467-38-6308 mochizuki@kk-piano.com

第 12 回ファンデーク音楽院発表会「ファンデークのおまつり」
音楽院の会員と講師による演奏会

さざなみ

地域包括ケア講演会

第 5 回 北鎌倉ピアノ教室発表会

さざなみ

さざなみ

3 （月）

【出演】横山幸雄 宇根京子 大林修子 飛澤浩人 藤森亮一 【開演】19：00
【入場料】全席指定 プラチナ席 5,800 円 (1ドリンク付 ) S 席 4,800 円 A 席 4,000 円
B 席 3,200 円 車椅子＋付添席 6,000 円 ( 付添を含む計 2 名様 ) 当日券一律＋ 500 円
未就学児不可 チケットぴあ P コード：173112 TEL：0570-02-9999 専用 URL：http://
ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=1957709 ※ぴあ会員 ( 登録無料 ) は 1月中旬より座
席指定も可 【問合】アトリエブルックス 小川 brooksconcert2007@gmail.com ★

さざなみ

【出演】ソプラノ：谷口玲子 ピアノ：広瀬則子 【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

横山幸雄と N 響現役メンバーが奏でるショパンピアノ協奏曲 1 ＆ 2 番

な ぎ さ

さざなみ

音楽のある日常 第 87 回 渚の街の出会いあふれるコンサート

風のおすすめ：詩篇 23 を歌う 女声合唱組曲「光る砂漠」等

さざなみ

さざなみ

2 （日）

7 （土）

【時間】10：00 ～ 16：00 【問合】
（株）ユキ 0120-20-3020

小噺唄で陽気に初笑い！

第 294 回逗子童謡の会 老若男女が一堂に集り 元気で楽しく歌う

【出演】リーダー：桑田葉子 ピアノ：高橋希代子 【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

な ぎ さ

な ぎ さ

ウィッグ（かつら）展示即売会

【開演】12：00 【入場料】全席自由 無料
【問合】桐朋鎌倉・横浜教室教務 090-8512-9756

ミモザの花コンサートⅡ 鈴木隆太郎＆澤田エリザが贈る

軽井沢プラチナアンサンブル 逗子演奏会

桐朋学園大学音楽学部附属 子供のための音楽教室
鎌倉・横浜教室 学科生によるおさらい会

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】ピアノ：鈴木隆太郎 ソプラノ：澤田エリザ 【開演】19：00
【入場料】全席自由 前売 3,000 円 当日 3,500 円 未就学児不可 【問合】湘南クラ
シックアーティストパラダイス 浜田 0467-24-5695 ★

【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 ◎

逗子ダンススタジオアレス 第３回発表会 THE STAGE
～

7 （土）

6 （月）

な ぎ さ

新春雅楽

6 （金）

な ぎ さ

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

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】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 会員制 入会金 100 円 会費 700 円 未就学児不可
【問合】瀬川明由 046-841-6770

な ぎ さ

歌のステージ『La Plage』( ラ・プラージュ ) 第 75 回
一人の舞台で好きな曲を思いきり歌ってみませんか どなたも参加可

2月

1 （土）

（水）

さざなみ

な ぎ さ

30（木）

4

さざなみ

さざなみ

29（水）

フレンドリーコンサート

女声合唱かまくらの風 第 12 回定期演奏会

【出演】指揮：渡辺宏子 ピアノ：本間菜穂子 【開演】14：00 【入場料】全席自由

5 （日）

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」

【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 ★

【出演】フレンドリー楽団 その他 【開演】19：00 【入場料】全席自由 料金未定
【問合】認知症フレンドリー逗子葉山 服部誠 080-5095-5763 busbanred@gmail.com

25（土）

28（火）

2 （月）

【出演】リーダー：山本ひで子 ピアノ：須江太郎 【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

23（木）

26（日）

第 292 回逗子童謡の会 老若男女が一堂に集り 元気で楽しく歌う

4

（土）

1,000 円 【問合】女声合唱かまくらの風 新井澄子 0466-23-2722 ★ 3 月～

【出演】指揮：石渡勝 【開演】14：00 【入場料】全席自由 無料 【問合】なぎさ
マンドリンアンサンブル 新井頼久 046-872-3453 y.arai1855@jcom.home.ne.jp

さざなみ

【出演】白組司会：翔太 紅組司会：浅木舞 【開演】12：00 【入場料】全席自由 無料
【問合】紅白ウクレレ合戦事務局 090-8744-3486 info@mailele.net

第 4 回 なぎさマンドリンアンサンブル定期演奏会

【出演】吹奏楽団ソリーゾ 【開演】13：30 【入場料】全席自由 無料
【問合】吹奏楽団ソリーゾ 福士雄大 080-5069-2060 sorriso_winds@yahoo.co.jp

な ぎ さ

3月

第二回吹奏楽団ソリーゾ定期演奏会

な ぎ さ

第７回 新春紅白ウクレレ合戦 紅白ウクレレ対決 勝敗は皆さんの手に

さざなみ

20（月）

⎧月⎫

⎜
24 ⎜⎩・
休⎭

な ぎ さ

19（日）

ZeeDeeCompany ダンス発表会 舞魂～ MySoul Vol.8 ～

【出演】きねむらひろこ・藤川誠・裕幸二・大澤涼子 【開演】18：00
【入場料】全席指定 無料 要チケット 【問合】ZeeDeeCompanyDanceStudio きねむら
ひろこ 046-872-7010 zeedeedcom@yahoo.co.jp

さざなみ

19（日）

な ぎ さ

18（土）

な ぎ さ

⎧日⎫

⎜
23 ⎜⎩・
祝⎭

1月

線
逗子
京急

子駅
新逗
京急

逗子IC

〒249 ‒ 0006 逗子市逗子 4 ‒ 2 ‒ 10

TEL.046-870-6622 FAX.046-870-6612
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

