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ZUSHI
BunkaPlazaHall

ホール＆ギャラリーニュース

COMING SOON

詳細は中面をご覧ください ▶

駅　前　寄　席

ウィークデーマチネ #2

こどもブリッツ

さざなみ亭落語会
中井智弥&堀米綾

逗 子 落 語 会
NAOTOwith榊原 大

ZUSHIパフォーマーズフェスタ

避難訓練コンサート こども落語教室
こどものための手作り絵本講座

若手演奏家シリーズ ＃11
岸辺のヤービ
平田耕治2020

和  太  鼓  彩

歌姫シャンティとピアノの詩人マーク・ヴァン・ローン、夢の共演！
ツアー・ファイナルはシャンティの故郷、逗子で開催！

ダンサー×ミュージシャン＝EMPTY KRAFT
今年の夏もEMPTY KRAFTがさざなみホールをアツく盛り上げる！！

ホールオープンデー マルっと文プラ

募集記事

施設利用申請手続き及び支払いについてのお知らせ

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。2020年4月1日以降は、
申請及びお支払い期日を超過したご予約については、
予約システムで自動キャンセルされるようになります。
ご利用のお客様は期日に十分ご注意ください。

《練習室》
●ご利用日の7日前までにホール受付にて申請手続き及び利用料全額の
　お支払いをしてください。
　申請手続きまたはお支払いが確認できない場合、ご予約は自動的に
　キャンセルされます。

《ホール・ギャラリー》
●インターネットから仮予約後7日以内に、ホール受付で申請手続きをしてください。
　申請手続きがされない場合、仮予約は自動的にキャンセルされます。
●申請手続き後、前半金を申請日より７日間以内にお支払いください。
　お支払い期日までに利用料金の入金が確認できない場合、ご予約は自動的に
　キャンセルされます。
●ご利用日の20日前までに後半金をお支払いください。

ご不明な点は逗子文化プラザホール 
総務・サービス課までお問い合わせください。

お問合せ　逗子文化プラザホール　総務・サービス課　TEL： 046-870-6622　FAX： 046-870-6612　MAIL： info@bunka-plazahall.com

8月1日（土）
開場13：30 開演14：00　全席自由 2,000円

開場14：30 開演15：00
全席指定
前売り 3,000円／当日3,500円

6月20日（土）
※未就学児は入場できません。

チケット発売

4月5日（日）
市民１０：００～
一般１３：００～

EMPTY KRAFT 
Special LIVE Vol.3

ホ スなぎさホール

「SHANTI’s New Standards
with MARC VAN ROON Japan 2020」
                                                 Tour Final in ZUSHI

チケット発売

4月26日（日）
市民１０：００～
一般１３：００～

※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。

ホ スさざなみホール
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ホールオープンデー マルっと文プラ ホールオープンデー マルっと文プラ

ダンサーとミュージシャンの5人のカリ
スマ、EMPTY KRAFTが今年の夏
も逗子を盛り上げる！
クールにキメる、彼らのパフォーマンス
をお見逃しなく！

全席自由　2,000円
※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。

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。

8月1日（土）
開演14 : 00（開場13 : 30）

ホ ス

なぎさホール

なぎさホール

若手演奏家シリーズ #11
パーカッションアンサンブル
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11弾。シリーズ初のパーカ
ッションアンサンブルの息の合
ったパフォーマンスをお楽しみ
ください。次代を担う若き俊英
たちの“今”をお聴き逃しなく。

全席自由　1,000円 ※未就学児は入場できません。

7月18日（土）
開演14 : 00（開場13 : 30） ホホ ス

［出演］
ブリッツ フィルハーモニック ウインズ（演奏）

［出演］
EMPTY KRAFT

（日野翔、KENTA、YU-TA、
永田こーせー、HASSY）

チケット発売
4/26（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～ ホ ス

チケット発売
4/26（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

チケット発売
4/5（日） 10 時～

チケット発売
4/5（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

［出演］
山本晃弘
髙橋芽生
森奈那子
脇坂詩織

EMPTY KRAFT
Special LIVE Vol.3

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！

さざなみホール

さざなみホール

［出演］
SHANTI（ヴォーカル）
MARC VAN ROON（ピアノ）

メロディアスなマーク・ヴァン・ローン
のピアノサウンドに、優しく聴く人の心
を惹きつけるシャンティのヴォーカルを
のせて、お互いのオリジナル曲や選り
すぐりのスタンダードナンバーを披露！

毎年人気の12名による吹奏楽コンサート♪
演奏中に泣いてしまっても動いてしまっても
大丈夫、出入り自由の小さなお子さまのい
るご家族で気軽にお楽しみいただけるコン
サートです。

8月1日（土）

「SHANTI’s New Standards
with MARC VAN ROON Japan 2020」

6月20日（土）
開演15 :00（開場14 :30）
全席指定　前売り 3,000円
 　　　　   当　日 3,500円
※未就学児は入場できません。

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～

なぎさホール

和太鼓
グループ
昨年好評だった“和太鼓グル
ープ彩 -sai-”が今年も逗子に
やって来る！
逗子唯一の和太鼓部、逗子開
成高等学校との共演もござい
ます。昨年の公演を経て、成
長した彼らの姿をぜひご覧く
ださい。

全席指定
〔一　　　般〕前売り 2,500円／当日3,000円
〔高校生以下〕前売り 1,500円／当日2,000円
※未就学児は入場できません。

11月15日（日）
開演15 : 00（開場14 : 30）

［出演］
和太鼓グループ彩 -sai-
逗子開成高等学校 和太鼓部（共演）

ホ ス

チケット発売
7/26（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

彩 -sai- 逗子公演 Vol.2

同日夕方からは、
EMPTY KRAFTとの
盆踊りを開催！！

Tour Final
in ZUSHI

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！

開演11 :00（開場10 :30）

チケット発売
7/26（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

ホ ス

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
リピーター続出のさざなみ亭落語会！益々勢いにのる
三遊亭わん丈が今年も登場！
お客様からのお題で噺を創るコーナーのほか、
皆さまの事前投票で当日の演目が決定！
どうぞご期待ください！

11月28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。

●みんなで創る落語会 其の四&

［出演］
三遊亭わん丈　他
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• 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

逗子で3年ぶりに公演開催が決定！
タンゴ四重奏のほかブエノスアイレス出身のダンサーを
迎え、タンゴの世界をお届けします。

日本の伝統楽器「箏」と西洋の「ハープ」
が紡ぐうつくしい調べ。
和と洋、2つの弦楽器の魅力に迫る。

平日の昼下がりに過ごす、ちょっと贅沢な時間。
ドイツ・ケルンで研鑽を積む気鋭のピアニスト 坂巻貴彦に
よるピアノコンサート。
演奏の合間にはお話も交え、クラシック音楽の世界をお楽しみ
いただけます。
いつもの平日を少しだけ特別に過ごしてみませんか？

毎年好評の逗子落語会。今年は三遊亭好楽師匠と桂文珍師匠
が登場！東西を代表する名人による、至極の落語 会をどうぞ
お見逃しなく！

［出演］
中井智弥（箏・三絃・二十五絃箏・作曲）
堀米綾（ハープ）

［出演］
坂巻貴彦（ピアノ）

［出演］
三遊亭好楽
桂文珍　他

傑作ファンタジー「岸辺のヤービ」が人形劇
になって登場♪

「あの晴れた夏の日
わたしが岸辺で出会ったのは
ふわふわの毛につつまれた二本足で歩く
ハリネズミのような
とてもふしぎな生きものでした」

小さな三日月湖マッドガイド・ウォーター
の近くに住む、小さな小さな生きものたち
の物語。

注目を集める人気ヴァイオリニストNAOTOが、榊原大と
の最強コンビで逗子文化プラザホールへ登場！スペシャル
ゲストには、チェリスト新倉瞳を迎え、逗子だけの究極の
ステージを披露します。

［出演］
NAOTO（ヴァイオリン）
榊原大（ピアノ）

［ゲスト］
新倉瞳（チェロ）

［出演］
平田耕治（バンドネオン）、永易理恵（ピアノ）、
那須亜紀子（ヴァイオリン）、藁科基輝（コントラバス）、
エンリケ＆カロリーナ（ダンス）

12月19日（土）
開演14 : 00（開場13 : 30）

全席指定
〔おとな（中学生以上）〕 前売り 1,500円／当日1,800円
〔こども（0才から小学生）〕 前売り 500円／当日 700円

※0才からチケットが必要です。

12月6日（日）
開演14 : 00（開場13 : 30）

全席指定 3,000円
※未就学児は入場できません。

チケット発売
8/23（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～ホ ス

ホ ス

チケット発売
11/8（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

チケット発売
9/27（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

ホ ス

チケット発売
9/27（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

チケット発売
8/23（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～ホ ス

さざなみホール ウィークデーマチネ #2

坂巻貴彦
ピアノコンサート

チケット発売
11/8（日）

市民先行 10 時～
一般発売 13 時～

ホ ス

なぎさホール 逗子落語会

三遊亭好楽・桂文珍
東西会

ホ ス

(c) Hollywoodbeauty

なぎさホール なぎさホール

なぎさホールなぎさホール

全席指定
〔一　　　般〕 3,000円
〔高校生以下〕 1,500円

※未就学児は入場できません。

開演14 : 00（開場13 : 30）
1月23日（土）
2021年全席指定

〔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。

開演14 : 00（開場13 : 30）
1月9日（土）
2021年

平田耕治 TANGO
CONCERT 2020

人形劇「岸辺のヤービ」

中井智弥＆堀米綾
～和と洋が織りなす絃の調べ～

全席自由 1,500円
※未就学児は入場できません。

開演13 : 00（開場12 : 30）
2月17日（水）
2021年 全席指定

〔一　　　般〕 前売り3,500円／当日4,000円
〔高校生以下〕 前売り2,000円／当日2,500円

※未就学児は入場できません。

開演14 : 00（開場13 : 30）
3月7日（日）
2021年

NAOTOアコースティック
コンサート　　

with榊原大 スペシャル
ゲスト　 新倉瞳
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9月3日（火）

なぎさホール

避難訓練
コンサート
2020

なぎさホール 共催公演
第
3
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

第
3
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

第
3
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

第
3
回駅前寄席 
in 逗子文化プラザホール

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
待の落語会を開催します。桂やまと師匠が、なぎ
さホールに笑いをお届けします。ぜひお越しくだ
さい。

［出演］
桂やまと、小梅美ゆ紀、春風亭かけ橋

〔対象〕
逗子市在住の 65 歳以上の方

〔配布場所〕
招待券は逗子文化プラザホール他で 4/22（水）～
4/28（火）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。

車椅子でのご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。

［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）

5月13日（水） 開演 13 : 00
（開場 12 : 30）

全席自由　無料（先着 500 名）※招待券が必要です

［指導］

三遊亭わん丈（落語家）
プロフィール
20歳から7年間バンドのヴォーカルとして活動
をしながら、自身で企画からパーソナリティまで
つとめるラジオ番組や、イベントの司会なども
行う。2010年、東京に訪れた際に寄席で落語
に魅せられ、滋賀県初の江戸落語家となる。入
門8年にしてネタ数は140席。滑稽噺、人情噺、
怪談噺、幅広い古典落語で若くして伝統的な落
語会に多数出演。また自作で新たな落語も創
作。そして同じ落語でも老若男女各々のお客
様に合わせた魅せ方に定評があり、落語に馴染
みのない方への普及も意欲的に行っている。
その高座数は年間約1000席に及ぶ。

さざなみホール

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。5 回の
お稽古を行い、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。

なぎさホール

逗子こども
落語教室 2020
逗子こども
落語教室 2020
逗子こども
落語教室 2020

日　時

お稽古（計5回）

6月25日（木）、7月16日（木）、
9月9日（水）、10月12日（月）、
11月11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　※発表会で使用します

対　象：市内在住・在学の小中学生

定　員：20 名　※申込多数の場合は、抽選

申込方法
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
こども落語教室」係まで。

【宛先】 〒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
教室応募」と明記してください。

申込期間
5 月 31 日（日）必着さざなみホール

11月28日（土）
16 : 45開演（予定）

参加者
募　集

さざなみホール

10月3日（土）
時間未定

［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。

［応募期間］
4 月 20 日（月）～ 6 月 20 日（土）必着

日時（全 4 回）
第 1回
6月14日（日）：つくりたい絵本を決めよう！
第2回
6月28日（日）：ストーリーを考えよう！
第3回
7月12日（日）：場面を考えて、絵を描こう！
第4回
7月25日（土）：絵本の形に整えよう！
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　※同伴は定員に含みません。

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

絵本作家 山本省三さんと
一緒に絵本をつくろう2020
絵本作家 山本省三さんと
一緒に絵本をつくろう2020

［講師］

山本省三（絵本・童話作家、　　　　
日本児童文芸家協会理事長）

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、4 日間
で絵本の作り方を楽しく学べる講座で
す。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♩

市民交流センター第2・3・4会議室

申込方法
「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。

申込期間
4 月 25 日（土）10:00 ～
※定員になり次第締切。

プロフィール
神奈川県生まれ。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）『もしも恐 竜とくらしたら』
（WAVE 出 版）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。

©ZUSHIパフォーマーズフェスタ Vol.5

コンサート中に災害が発生したという想定のもと、お
客様にもご参加いただき安全に避難していただくため
の訓練を行います。訓練終了後は引き続きコンサー
トをお楽しみください。

申込方法
①代表者の氏名（ふりがな）②年齢 ③郵便番号・住所 
④電話番号 ⑤観覧人数（応募 1 通につき4 名まで）⑥E
メールで申込の場合、Eメールアドレスを明記の上、往復
はがきまたは Eメールにて逗子文化プラザホール「避難訓
練コンサート」係まで。
※往復はがきで申込の場合、返信用にも氏名・住所をご記入ください。
※車いす席をご希望の方はその旨もご記入ください。
※受付の結果は 8 月中の発送を予定しています。

【宛先】 〒249-0006  逗子市逗子 4-2-10
 メール event@bunka-plazahall.com
※メールの場合、件名に「避難訓練コンサート応募」と明記してください。

申込期間　6 月1日（月）～ 8 月20日（木）必着

〔出演〕
BRASS EXCEED TOKYO
クラリネットカルテット× パーカッション

9月15日（火） 開演 13 : 30
（開場 13 : 00）

全席自由　入場無料（要事前申込）
定　　員　100 名　※申込多数の場合は抽選

ZUSHI パフォーマーズ
フェスタ Vol.6 出演者大募集！

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♪



5

16（木）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）第77回
【開演】13：45　【入場料】・参加費１曲2,000円（お一人２曲まで）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

18（土）
な
ぎ
さ

逗子市詩吟詩舞連盟春季大会
【開演】13：50　【入場料】全席自由 無料　【問合】逗子市詩吟詩舞連盟 菊池岳悠 046-873-7400

19（日）
な
ぎ
さ

第295回 逗子童謡の会
【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

25（土）
さ
ざ
な
み

第40回 TAKAギター弾き語り教室発表会
【開演】12：30　【入場料】全席自由 500円 未就学児不可　

【問合】TAKAギター弾き語り教室 平野孝幸 takaguitar1@gmail.com

26（日）
な
ぎ
さ

第６回ソンリサ祭
【開演】13：30　【入場料】全席自由 無料　【問合】金丸真奈美 080-5677-7401

26（日）
さ
ざ
な
み

つぼみ会ミニコンサート
【開演】14：00　【入場料】関係者のみ　【問合】つぼみ会 手嶋千穂

ホール【4月】

3（日）
な
ぎ
さ

逗子開成中学高等学校和太鼓部高校三年生引退公演
【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 松原・星・近藤 046-871-2062

6（水）
な
ぎ
さ

Duo Espoir Recital
【開演】14：00　【入場料】全席自由 一般3,000円 学生2,500円 小学生2,000円 

静かに聴ける未就学児可・親子室あり・無料 未就学児の入場・親子室の希望がありましたら、

主催者へ直接問い合わせください。

【問合】FUJIO PROJECT みやち 090-5305-7773  fujioproject@gmail.com　★

9（土）
な
ぎ
さ

逗子あさお会総会
【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料

【問合】あさお慶一郎君を応援する会 法嶋俊輔 0467-47-5682  gjsh06174181@gmail.com

9（土）
さ
ざ
な
み

コーラス楡発表会 河野浩亮テノール演奏会
【開演】13：30　【入場料】全席自由 無料 未就学児不可　

【問合】コーラス楡 粕谷美和子 046-873-7119

10（日）
さ
ざ
な
み

ウォン・ウィンツァン＆草場一壽 語りとピアノのコンサート
【開演】15：00　【入場料】全席自由 6,000円（未定） 未就学児不可

【問合】T＆T 小山内俊江 080-5654-1331  tt.blue.earth@gmail.com　★

11（月）
さ
ざ
な
み

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」　
【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　★

13（水）
な
ぎ
さ

共催事業 第3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4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　◎

14（木）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）第78回
【開演】13：45　【入場料】・参加費１曲2,000円（お一人２曲まで）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

17（日）
な
ぎ
さ

第296回 逗子童謡の会
【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

18（月）
さ
ざ
な
み

懐メロを歌う会
【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

20（水）
さ
ざ
な
み

第155回 歌ミュニティ “エコ～ ”月例会
【開演】18：35　【入場料】全席自由 一般2,000円 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（土）
な
ぎ
さ

神奈川誠吟会創立60周年記念吟詠大会
【開演】10：00　【入場料】全席自由 無料　【問合】神奈川誠吟会 和田岳邦 046-822-0043

24（日）
な
ぎ
さ

ジンメリンガー室内合奏団
【開演】14：00　【入場料】全席自由 一般3,000円 高校生以下1,500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 ツジ 046-873-5089　★

24（日）
さ
ざ
な
み

絹田悦子シャンソンライヴ　VOL.4
【開演】14：00　【入場料】全席自由 2,500円

【問合】絹田悦子 046-856-7661  080-1288-4186（絹田） 090-3819-9087（阿部）　★

26（火）
な
ぎ
さ

第24回プリマヴェラ＆ベレッツァ声楽試演会イタリア・日本歌曲等
【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

27（水）
さ
ざ
な
み

第89回渚の街の出会いあふれるコンサート
【開演】14：30　【入場料】一般1,200円 中学生以下無料

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

28（木）
さ
ざ
な
み

澤田エリザの聴いたり歌ったりコンサート
【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料　【問合】鎌倉なつうた会 澤田 0467-24-5695

30（土）
な
ぎ
さ

由比コーラス第29回定期演奏会
【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,000円　【問合】由比コーラス 青木紀子 046-871-7085

31（日）
な
ぎ
さ

春のコンサートvol.Ⅹ
【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,500円（未就学児不可）　

【問合】鎌倉音楽クラブ（鎌倉音楽家協会） 斎藤ちとせ 070-3131-5971  chittovoce@gmail.com　★

ホール【5月】

ホール【6月】

1（月）
さ
ざ
な
み

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」　
【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　★

5（金）
な
ぎ
さ

コール・ハミング30周年アーリーサマーコンサート
【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料　【問合】コールハミング 妹尾ふく 046-873-2892

6（土）
さ
ざ
な
み

情報操作を乗り越え健全な批判精神を取り戻す
【開演】10：00　【入場料】全席自由 500円 未就学児不可

【問合】自己表現塾 林博己 090-1994-4178  socialdesigner@circus.ocn.ne.jp

6（土）
な
ぎ
さ

第33回小さな小さな音楽会
【開演】12：00　【入場料】無料 前3列は出演者席

【問合】小さな小さな音楽会 成田文忠 046-873-5483  f-narita@mod.biglobe.ne.jp

7（日）
な
ぎ
さ

第297回 逗子童謡の会
【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

8（月）
さ
ざ
な
み

懐メロを歌う会
【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

11（木）
さ
ざ
な
み

歌のステージ『La Plage』（ラ・プラージュ）第79回
【開演】13：45　【入場料】・参加費１曲2,000円（お一人２曲まで）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

13（土）
さ
ざ
な
み

鎌倉＆深沢フルートアンサンブル水無月コンサート 2020
【開演】18：45　【入場料】全席自由 無料　

【問合】鎌倉フルートアンサンブル 茂山俊和 090-4746-1713 toshikazu_shigeyama@mac.com

14（日）
さ
ざ
な
み

窪田誉with阿部友子・名曲SONG BOOK 2020
【開演】14：00　【入場料】全席自由 1,000円 未就学児不可　

【問合】窪田誉/アルページュ 090-9201-4559  h-bluedream37@ezweb.ne.jp

17（水）
さ
ざ
な
み

第156回 歌ミュニティ “エコ～ ”月例会
【開演】18：35　【入場料】全席自由 一般2,000円 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（土）
な
ぎ
さ

「SHANTI‘s New Standards with MARC VAN ROON　
Japan 2020」 Tour Final in ZUSHI

【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　◎

20（土）
さ
ざ
な
み

スタジオK柏木ピアノ教室 サマーコンサート
【開演】13：30　【入場料】全席自由 無料

【問合】スタジオK柏木ピアノ教室 柏木静子 080-6532-0440  shizuko_kashiwagi@yahoo.co.jp

21（日）
さ
ざ
な
み

青木ルミ子フラメンコ教室第4回発表会
【開演】17：00　【入場料】全席自由 前売2,000円 当日2,500円　

【問合】青木ルミ子 090-1760-7413  rumiringon23@gmail.com

22
～
26

（月）

（金）

さ
ざ
な
み

第38回逗子美術協会会員プラザ展
【展示時間】10：00 ～ 17：00（初日11：00 ～）　【入場料】入場無料

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

26（金）
な
ぎ
さ

パールエコー第29回試演会
【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料　【問合】パールエコー 岡田由美子 046-873-3694

27（土）
な
ぎ
さ

女声合唱団コールフィオーレ1stコンサート
【開演】14：00　【入場料】全席自由 無料　

【問合】コールフィオーレ ロホマン真由美 080-3400-8167

27（土）
さ
ざ
な
み

KLEINE KLAVIER KONZERT
【開演】18：45　【入場料】全席自由 無料　【問合】林田恭子 080-5400-0124

28（日）
さ
ざ
な
み

the 6th たのんコンサート in Zushi　
【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



なぎさホール客席図ホール主催イベントチケットお申し込み方法

チケットお取扱い場所

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、
　払い戻しはいたしません。

電話
開館日9：00～20：00

インターネット
24時間

文化プラザホール1F窓口
開館日9：00～20：00

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。

マークのご案内

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。

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、
　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。

•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（　　）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。

〒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2020年1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。

ホ

ス

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

TEL 046-870-6622

TEL 046-871-3315

ス

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

4/22（水）
～ 4/28（火）

第９回フォト楽会写真展　
【展示時間】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（金）
～ 5/4（月・祝）

草花を楽しむ会の展示会
【展示時間】9：00 ～ 17：00（初日11：00 ～／最終日～ 16：00）

【問合】逗子草花を楽しむ会 石田武雄 046-872-6448

5/12（火）
～ 5/18（月）

逗子写友会写真展
【展示時間】10：00 ～ 17：00（初日11：00 ～／最終日～ 15：00）

【問合】逗子写友会 金子知好 080-5029-7838 tom-kaneko@r6.dion.ne.jp

6/1（月）～
6/7（日）

逗子市環境展
【展示時間】10：00 ～ 15：00　【問合】逗子市環境都市課 046-873-1111 内線457

6/9（火）～
6/12（金）

小さな命の写真展
【展示時間】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

6/13（土）～
6/19（金）

第20回マリンブルー展
【展示時間】09：00 ～ 17：00（初日13：00 ～／最終日～ 16：00）

【問合】前田弘 046-807-4288 hiroshimaeda640@msn.com ※6/16（火）休館日

6/21（日） 古本リサイクル市
【時間】09：00 ～ 14：00　【問合】図書館フレンズ・逗子 辻 046-871-7708

6/22（月）～
6/26（金）

第38回逗子美術協会会員プラザ展　
【展示時間】10：00 ～ 17：00（初日11：00 ～）

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

6/27（土）～
7/1（水）

【逗子パレットクラブ絵画展
【展示時間】10：00 ～ 17：00（最終日～ 16：00）　

【問合】逗子パレットクラブ 046-872-0582 佐々木

7/12（日）～
7/19（日）

第４回長島敏春水中写真展
【展示時間】12：00 ～ 19：00（初日13：00 ～／最終日～ 17：00）

【問合】海と森のギャラリー 長島 080-5038-3590 toshiharu_2011@yahoo.co.jp

ギャラリー

4（土）
な
ぎ
さ

逗子町独立70周年記念イベント～合併 独立 その軌跡～
【開演】13：00　【入場料】全席自由 無料

【問合】逗子市 金子未来 046-873-1111（内線311） kikaku@city.zushi.lg.jp

5（日）
な
ぎ
さ

鎌倉アミ音楽教室コンサート
【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

8（水）
さ
ざ
な
み

みどりと歌の仲間たち 25周年記念コンサート
【開演】13：00　【入場料】全席自由 無料　

【問合】みどりと歌の仲間たち 阿部みどり 046-871-2584

9（木）
さ
ざ
な
み

杉山公章の「歌って健康！歌声サロン」
【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　★

11（土）
な
ぎ
さ

libyan公演
【開演】①13：00　②15：30　【入場料】全席自由 有料 未定

【問合】法亢なつみ 050-3709-2851  fakangn@gmail.com

12（日）
な
ぎ
さ

第298回 逗子童謡の会
【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

13（月）
さ
ざ
な
み

懐メロを歌う会
【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

15（水）
さ
ざ
な
み

第157回 歌ミュニティ “エコ～ ”月例会
【開演】18：35　【入場料】全席自由 一般2,000円 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

ホール【7月】


