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京浜急行「逗子・葉山」駅より徒歩2分
JR「逗子」駅より徒歩5分

※駐車場の台数に限りがございます。できる限り公共交通機関をご利用ください。

なぎさホール客席図

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
https://www.bunka-plazahall.com/
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・セブン-イレブン
※サービス利用料（165円／件）、コンビニ発券手数料（110円／枚）
が別途かかります。

※現金でお支払いの上、チケットをお受取りください。

ホール主催イベントチケットお申込み方法

〔発売初日のみ市民先行発売10時～、一般発売13時～〕
◆本紙発行時にチケットが完売している場合もございます。
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。
◆新型コロナウイルスの影響により、チケット販売数の
制限または変更が生じる場合があります。

◆ホール主催イベントチケットは一部市民先行発売の
設定があります。

●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。

・文化プラザホール1F窓口
開館日 9:00～20:00

https://www.bunka-plazahall.com/

現金でお支払いの上
チケットをお受取りください。

（文化プラザホールで発券の場合）

（セブン-イレブンで発券の場合）

046-870-6622
窓 口

受付番号

払込票番号
をお控えください。

（文化プラザホールで発券の場合）

（セブン-イレブンで発券の場合）

受付番号

払込票番号
をお控えください。

インターネット

逗子文化プラザホール

・セブン-イレブン

・文化プラザホール1F窓口
お支払い・チケット発券

開館日 9:00～20:00

・セブン-イレブン

・文化プラザホール1F窓口
お支払い・チケット発券

開館日 9:00～20:00

発売初日のみ
市民先行…10:00～ 一般発売…13:00～

発売初日のみ
市民先行…10:00～ 一般発売…13:00～「チケットインターネット予約」をクリック

申込日より1週間以内申込日より1週間以内

※チケット発券後のキャンセル、
払い戻しはいたしません。

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

※今後の状況により公演中止または延期となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

電 話

ZUSHI
BUNKA PLAZA HALL

14:00開演（13:00開場）なぎさホール

8.6 2022
（土）

なぎさホール

7.9 2022

（土）

出　演
黄木透、宮原健一郎、中畑有美子（歌手）
青木瞭弥（ピアノ）
しゃみお（三味線）　ほか

14:00開演（13:00開場）

大 切 な お 願 い
〈新型コロナウイルス感染症拡大防止について〉
逗子文化プラザホールでは、皆様に安心して公演をお楽しみいただけるよう、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対策を講じて公演を開催いたします。
ご来場前に必ず、ホールHP「来場者の皆様へのお願い」にて最新情報をご確認ください。皆様の
ご理解･ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

 ※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、公演中止または延期となる場合がございます。

館内では、マスク着用をお願いし
ております。咳エチケットにご協力
ください。

1 マスク着用

入口に手指消毒液を置いておりま
す。手指消毒の上、ご入館ください。

2 手指消毒

館内では3密にならないよう距離を
保ってください。

3 キープディスタンス

発熱症状が見られるなど、体調の
優れない方は来館をお控えください。

4 体調管理

当ホールでは常時換気を行い、定期的に消毒を行っております。
ご来場の皆様におかれましても、感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

逗子文化プラザホール公式

 @bunkaplazahall

逗子文化プラザホール公式

 @BunkaPlazaHall
Twitter

Instergram

 @zushibunkaplazahall
facebook

逗子文化プラザホール公式

逗子文化プラザホール公式
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会　場 : 逗子文化プラザなぎさホール
日　時 : 2022年4月・7月・11月の3回  14時開演
年会費 : 5,000円（一回券は2,000円）

4
月

7
月

11
月

問合せ：申込み／逗子文化プラザホール窓口または、逗子名曲鑑賞会（山本）
TEL：080-5096-1385　FAX : 046-875-1772
Eメール : katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

4／24（日）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

 全席指定  

※未就学児は入場できません。

出　演
渡辺香津美（ジャズ・ギター）
沖仁（フラメンコ・ギター）

一　　　般……4,500円
高校生以下……2,500円

4／24（日）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

 全席指定  
おとな……前売 1,500円／当日 1,800円
こども……前売   500円／当日   800円
※0才からチケットが必要です。
0才から小学生

中学生以上

企画制作
芸術文化創造ネットワーク株式会社

世界に誇るトップ・ジャズ・ギタリスト渡辺香津美
とフラメンコギター・国際コンクール国際部門で
日本人として初めて優勝の快挙を成し遂げた
世界最高峰のフラメンコギタリスト沖仁による
共演。
異なるジャンルのトップギタリストによる熱い
演奏をお楽しみください。
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世界に誇るトップ・ジャズ・ギタリスト渡辺香津美
とフラメンコギター・国際コンクール国際部門で
日本人として初めて優勝の快挙を成し遂げた
世界最高峰のフラメンコギタリスト沖仁による
共演。
異なるジャンルのトップギタリストによる熱い
演奏をお楽しみください。

年間2万人のファミリーが観劇！
全国で大人気の「こどもオペラ」がやってくる♪
本格的なクラシック音楽や手遊び、童謡やキッズソングなどを盛り込んだ、

歌と音楽で紡ぐ「3匹のこぶた」の物語をお届けします。

0才から
入場可
入退場自由

親子で楽しむクラシック名曲コンサート

4月30日（土）シューベルティアーデ
シューベルト／楽興の時、即興曲、アヴェマリア、子守唄、
セレナーデ、野ばら　他
出演／声楽：徳永桃子　ピアノ：川崎智子　チェロ：山梨浩子

7月8日（金）2台のヴァイオリンとピアノによる名曲の調べ
ショパン「幻想協奏曲」・リスト「ラ・カンパネラ」
ベートーヴェン「エリーゼのために」・サラサーテ「チゴイネルワイゼン」
出演／ヴァイオリン：松本裕香　石塚千恵　ピアノ：吉田恵

11月18日（金）管楽器の魅力
出演／ファゴット：早川邦広　他



未就学児からご入場いただける公演です。※時間、料金、内容等が変更となる場合があります。

絵本作家 山本省三さんと一緒に絵本をつくろう2022

こどものための手作り絵本講座
さざなみホール

第1回
第2回

：つくりたい絵本を決めよう!
：ストーリーを組み立てよう！

第3回
第4回

：場面を考えて、さし絵を描こう！
：絵本に仕上げて発表しよう！

開講時間

参 加 費

講　　師

定　　員

対　　象

①10:00～12:00 または ②13:30～15:30
（各回15分前受付）

2,000円（全4回・材料費込）

小学生以上

山本省三
（絵本・童話作家、日本児童文芸家協会理事長）

お申込み 「お電話」または「ご来館」で受付いたします。

各回先着35名

※今年はオンライン受講も同日程で開催します。オンライン受講の詳細は募集開始日の1週間前までにホールHPに
掲載いたします。ホールHPをご確認ください。

※お申込み後、受講途中での受講方法の変更はできません。

【お電話】：「こどものための手作り絵本講座」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
⑦参加費のお支払い方法をお伝えください。

 【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参加費と一緒に
ご持参ください。

7月30日（土）・8月1日（月）・3日（水）・15日（月）
《全4回》

施設ご利用者募集中
なぎさホール

さざなみホール

ギャラリー

練習室1・2・3

音響反射板、残響可変幕、可動プロセニアム
を備えたホールです。コンサート、発表会、
演劇、映画上映、講演会等幅広くご利用いた
だけます。

手作り絵本の
ミニ展覧会

8.252022
（木）～28（日）

10:00～17:00 ￥

「こどものための手作り絵本講座」で完成した
こどもたちの作品を展示します。
お気軽にギャラリーへお立ち寄りください♩

なぎさホール

林家たい平・桃月庵白酒 二人会
逗子落語会
9.11 2022

（日）

林家たい平　桃月庵白酒　ほか
出演14:00開演  （13:00開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般 前　売  3,500円
当　日  4,000円

高校生以下　前　売  2,000円
当　日  2,500円

※未就学児は入場できません。

￥ 全席指定

毎年人気の逗子落語会、
今年は人気落語家の林家たい平、桃月庵白酒による落語をお届けします。

6／10（金）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

手話パフォーマンスLIVE
HANDSIGN
10.2 2022

（日）

「僕が君の耳になる」で話題沸騰中！
歌、ダンス、手話の新しい表現方法で
伝える、ボーカル＆手話パフォーマー。
他にはないオリジナルスタイルで観客
にメッセージを届けるHANDSIGNのパ
フォーマンスをお聴き逃しなく。

逗子在住の絵本作家山本省三さんが、ストーリー作りのコツや場面の構成、さらに画材選びや挿し絵の描き方まで、
わかりやすく丁寧に教えます。世界に1冊の絵本を完成させましょう。　

6／10（金）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

5／14（土）10時～

HANDSIGN
出演15:30開演  （14:30開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般　　　　前　売  3,000円
当　日  3, 300円

高校生以下　前　売  1,500円
当　日  1,800円

※未就学児は入場できません。

￥ 全席指定

逗子公演 Vol.4
和太鼓グループ彩-sai-
1.21 2023

（土）

新進気鋭のプロ和太鼓集団“和太鼓グループ彩 -sai-”が逗子に4度目の登場！
今年も逗子開成高等学校 和太鼓部とのコラボレーションがございます。
男性のみの迫力のあるステージをお楽しみください♪

10／7（金）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

なぎさホール

和太鼓グループ彩-sai-
逗子開成高等学校和太鼓部（共演）

和太鼓グループ彩-sai- 逗子公演 Vol.3

出演14:00開演  （13:00開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般　　　　前　売  3,500円
当　日  4,000円

高校生以下　前　売  2,000円
当　日  2,500円

※未就学児は入場できません。

￥ 全席指定

三遊亭わん丈＆みんなで創る落語会  其の六
さざなみ亭落語会
毎年好評のさざなみ亭落語会。
落語初心者も大歓迎！
今年も三遊亭わん丈が粋な笑いを
お届けします。

さざなみホール

ギャラリー●参加費は
【来館申込】お申込み時にお支払いください。
【電話申込】お申込みより1週間以内に来館もしくは振込にてお支払いください。
期日までにお支払いただけなかった場合は、キャンセル扱いとなりますので
ご注意ください。なお振込手数料はお客様負担となります。
●入金後の参加費のご返金はできませんので、あらかじめご了承ください。
●お申込み後の受講方法の変更、キャンセルはご遠慮いただいております。
●当日のお持ち物等は第1回目の講座1週間前までにお知らせします。
●同伴者は参加者1名につき1名までです。
●講座ではカッターやハサミを使用します。小学2年生までは保護者の方の
同伴をお勧めしております。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、保護者の方の同伴に
制限をかけさせていただく場合がございます。

●安全のため参加者、同伴の保護者以外のご入場、未就学のお子様の
参加はご遠慮いただいております。

●当講座は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて開催いたします。
受講の皆様におきましても「新しい生活様式」を踏まえた上での受講
をお願いいたします。

※ご希望の時間帯をお選びください。
※お申込み後の受講時間の変更はできません。

※同伴は定員に含みません。

※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。

入場無料

なぎさホール 1.14 2023
（土）10／7（金）チケット発売 

市民先行10時～
一般発売13時～

三遊亭わん丈　ほか出演

14:00開演  （13:00開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般  　　　  2,000円
高校生以下　1,000円
※未就学児は入場できません。

￥ 全席自由

3時間 15,000円～
客席数 555席　車いす席 3席

見ているだけじゃない。あなたの
パフォーマンスを披露してみませんか　
詳細はホームページをご確認ください。▶▶▶▶▶

アート作品の展示のほかワークショップやコ
ミュニティスペースとしてもご利用いただけ
ます。さざなみホールと同時利用での作品
展開催も可能です。

1日 2,000円

昇降式舞台があり、160席のスタッキングチ
ェア、30台のセミナーテーブルを備えていま
す。発表会、ライブ、ダンス、体操、講演会、
展示会、会議等多目的に使用できます。

3時間 4,500円～
音楽利用のほか、朗読やWeb会議（規定あ
り）にもご利用いただけます。遮音性を備え
た部屋や、アップライトピアノ、ドラムを備え
た部屋がございます。

2時間半 400円～

ポイントカード運用中♪15Ptたまると1区分無料

募集開始



未就学児からご入場いただける公演です。※時間、料金、内容等が変更となる場合があります。

絵本作家 山本省三さんと一緒に絵本をつくろう2022

こどものための手作り絵本講座
さざなみホール

第1回
第2回

：つくりたい絵本を決めよう!
：ストーリーを組み立てよう！

第3回
第4回

：場面を考えて、さし絵を描こう！
：絵本に仕上げて発表しよう！

開講時間

参 加 費

講　　師

定　　員

対　　象

①10:00～12:00 または ②13:30～15:30
（各回15分前受付）

2,000円（全4回・材料費込）

小学生以上

山本省三
（絵本・童話作家、日本児童文芸家協会理事長）

お申込み 「お電話」または「ご来館」で受付いたします。

各回先着35名

※今年はオンライン受講も同日程で開催します。オンライン受講の詳細は募集開始日の1週間前までにホールHPに
　掲載いたします。ホールHPをご確認ください。
※お申込み後、受講途中での受講方法の変更はできません。

【お電話】：「こどものための手作り絵本講座」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
　　　　  ⑦参加費のお支払い方法をお伝えください。

【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参加費と一緒に

ご持参ください。

7月30日（土）・8月1日（月）・3日（水）・15日（月）
《全4回》

施設ご利用者募集中
なぎさホール

さざなみホール

ギャラリー

練習室1・2・3

音響反射板、残響可変幕、可動プロセニアム
を備えたホールです。コンサート、発表会、
演劇、映画上映、講演会等幅広くご利用いた
だけます。

手作り絵本の
ミニ展覧会

8.252022
（木）～28（日）

10:00～17:00 ￥

「こどものための手作り絵本講座」で完成した
こどもたちの作品を展示します。
お気軽にギャラリーへお立ち寄りください♩

なぎさホール

林家たい平・桃月庵白酒 二人会
逗子落語会
9.11 2022

（日）

林家たい平　桃月庵白酒　ほか
出演14:00開演  （13:00開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般　　　　前　売  3,500円
当　日  4,000円

高校生以下　前　売  2,000円
当　日  2,500円

※未就学児は入場できません。

￥ 全席指定

毎年人気の逗子落語会、
今年は人気落語家の林家たい平、桃月庵白酒による落語をお届けします。

6／10（金）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

手話パフォーマンスLIVE
HANDSIGN
10.2 2022

（日）

「僕が君の耳になる」で話題沸騰中！
歌、ダンス、手話の新しい表現方法で
伝える、ボーカル＆手話パフォーマー。
他にはないオリジナルスタイルで観客
にメッセージを届けるHANDSIGNのパ
フォーマンスをお聴き逃しなく。

逗子在住の絵本作家山本省三さんが、ストーリー作りのコツや場面の構成、さらに画材選びや挿し絵の描き方まで、
わかりやすく丁寧に教えます。世界に1冊の絵本を完成させましょう。　

6／10（金）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

5／14（土）10時～

HANDSIGN
出演15:30開演  （14:30開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般 前　売  3,000円
当　日  3, 300円

高校生以下　前　売  1,500円
当　日  1,800円

※未就学児は入場できません。

￥ 全席指定

逗子公演 Vol.4
和太鼓グループ彩-sai-
1.21 2023

（土）

新進気鋭のプロ和太鼓集団“和太鼓グループ彩 -sai-”が逗子に4度目の登場！
今年も逗子開成高等学校 和太鼓部とのコラボレーションがございます。
男性のみの迫力のあるステージをお楽しみください♪

10／7（金）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

なぎさホール

和太鼓グループ彩-sai-
逗子開成高等学校和太鼓部（共演）

和太鼓グループ彩-sai- 逗子公演 Vol.3

出演14:00開演  （13:00開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般 前　売  3,500円
当　日  4,000円

高校生以下　前　売  2,000円
当　日  2,500円

※未就学児は入場できません。

￥ 全席指定

三遊亭わん丈＆みんなで創る落語会  其の六
さざなみ亭落語会
毎年好評のさざなみ亭落語会。
落語初心者も大歓迎！
今年も三遊亭わん丈が粋な笑いを
お届けします。

さざなみホール

ギャラリー●参加費は
【来館申込】お申込み時にお支払いください。
【電話申込】お申込みより1週間以内に来館もしくは振込にてお支払いください。
期日までにお支払いただけなかった場合は、キャンセル扱いとなりますので
ご注意ください。なお振込手数料はお客様負担となります。
●入金後の参加費のご返金はできませんので、あらかじめご了承ください。
●お申込み後の受講方法の変更、キャンセルはご遠慮いただいております。
●当日のお持ち物等は第1回目の講座1週間前までにお知らせします。
●同伴者は参加者1名につき1名までです。
●講座ではカッターやハサミを使用します。小学2年生までは保護者の方の
同伴をお勧めしております。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、保護者の方の同伴に
　制限をかけさせていただく場合がございます。
●安全のため参加者、同伴の保護者以外のご入場、未就学のお子様の
　参加はご遠慮いただいております。
●当講座は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて開催いたします。
受講の皆様におきましても「新しい生活様式」を踏まえた上での受講
　をお願いいたします。

※ご希望の時間帯をお選びください。
※お申込み後の受講時間の変更はできません。

※同伴は定員に含みません。

※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。

入場無料

なぎさホール 1.14 2023
（土）10／7（金）チケット発売 

市民先行10時～
一般発売13時～

三遊亭わん丈　ほか出演

14:00開演  （13:00開場）

チケット取り扱い
逗子文化プラザホール   046-870-6622

一般  　　　  2,000円
高校生以下　1,000円
※未就学児は入場できません。

￥ 全席自由

3時間 15,000円～
客席数 555席　車いす席 3席

見ているだけじゃない。あなたの
パフォーマンスを披露してみませんか　
詳細はホームページをご確認ください。▶▶▶▶▶

アート作品の展示のほかワークショップやコ
ミュニティスペースとしてもご利用いただけ
ます。さざなみホールと同時利用での作品
展開催も可能です。

1日 2,000円

昇降式舞台があり、160席のスタッキングチ
ェア、30台のセミナーテーブルを備えていま
す。発表会、ライブ、ダンス、体操、講演会、
展示会、会議等多目的に使用できます。

3時間 4,500円～
音楽利用のほか、朗読やWeb会議（規定あ
り）にもご利用いただけます。遮音性を備え
た部屋や、アップライトピアノ、ドラムを備え
た部屋がございます。

2時間半 400円～

ポイントカード運用中♪15Ptたまると1区分無料

募集開始
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京浜急行「逗子・葉山」駅より徒歩2分
JR「逗子」駅より徒歩5分

※駐車場の台数に限りがございます。できる限り公共交通機関をご利用ください。

なぎさホール客席図

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
https://www.bunka-plazahall.com/
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・セブン-イレブン
※サービス利用料（165円／件）、コンビニ発券手数料（110円／枚）
が別途かかります。

※現金でお支払いの上、チケットをお受取りください。

ホール主催イベントチケットお申込み方法

 〔発売初日のみ市民先行発売10時～、一般発売13時～〕
◆本紙発行時にチケットが完売している場合もございます。
　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。
◆新型コロナウイルスの影響により、チケット販売数の
制限または変更が生じる場合があります。

◆ホール主催イベントチケットは一部市民先行発売の
設定があります。

●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。

・文化プラザホール1F窓口
開館日 9:00～20:00

https://www.bunka-plazahall.com/

現金でお支払いの上
チケットをお受取りください。

（文化プラザホールで発券の場合）

（セブン-イレブンで発券の場合）

046-870-6622
窓 口

受付番号

払込票番号
をお控えください。

（文化プラザホールで発券の場合）

（セブン-イレブンで発券の場合）

受付番号

払込票番号
をお控えください。

インターネット

逗子文化プラザホール

・セブン-イレブン

・文化プラザホール1F窓口
お支払い・チケット発券

開館日 9:00～20:00

・セブン-イレブン

・文化プラザホール1F窓口
お支払い・チケット発券

開館日 9:00～20:00

発売初日のみ
市民先行…10:00～ 一般発売…13:00～

発売初日のみ
市民先行…10:00～ 一般発売…13:00～「チケットインターネット予約」をクリック

申込日より1週間以内申込日より1週間以内

※チケット発券後のキャンセル、
払い戻しはいたしません。

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

※今後の状況により公演中止または延期となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

電 話

ZUSHI
BUNKA PLAZA HALL

14:00開演（13:00開場）なぎさホール

8.6 2022
（土）

なぎさホール

7.9 2022

（土）

出　演
黄木透、宮原健一郎、中畑有美子（歌手）
青木瞭弥（ピアノ）
しゃみお（三味線）　ほか

14:00開演（13:00開場）

大 切 な お 願 い
〈新型コロナウイルス感染症拡大防止について〉
逗子文化プラザホールでは、皆様に安心して公演をお楽しみいただけるよう、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対策を講じて公演を開催いたします。
ご来場前に必ず、ホールHP「来場者の皆様へのお願い」にて最新情報をご確認ください。皆様の
ご理解･ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、公演中止または延期となる場合がございます。

館内では、マスク着用をお願いし
ております。咳エチケットにご協力
ください。

1 マスク着用

入口に手指消毒液を置いておりま
す。手指消毒の上、ご入館ください。

2 手指消毒

館内では3密にならないよう距離を
保ってください。

3 キープディスタンス

発熱症状が見られるなど、体調の
優れない方は来館をお控えください。

4 体調管理

当ホールでは常時換気を行い、定期的に消毒を行っております。
ご来場の皆様におかれましても、感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

逗子文化プラザホール公式

 @bunkaplazahall

逗子文化プラザホール公式

 @BunkaPlazaHall
Twitter

Instergram

 @zushibunkaplazahall
facebook

逗子文化プラザホール公式

逗子文化プラザホール公式

逗
子
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員
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会　場 : 逗子文化プラザなぎさホール
日　時 : 2022年4月・7月・11月の3回  14時開演
年会費 : 5,000円（一回券は2,000円）

4
月

7
月

11
月

問合せ：申込み／逗子文化プラザホール窓口または、逗子名曲鑑賞会（山本）
TEL：080-5096-1385　FAX : 046-875-1772
Eメール : katsuya.yamamoto@jcom.home.ne.jp

4／24（日）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

 全席指定  

※未就学児は入場できません。

出　演
渡辺香津美（ジャズ・ギター）
沖仁（フラメンコ・ギター）

一　　　般……4,500円
高校生以下……2,500円

4／24（日）
チケット発売

市民先行10時～
一般発売13時～

 全席指定  
おとな……前売 1,500円／当日 1,800円
こども……前売   500円／当日  800円
※0才からチケットが必要です。
0才から小学生

中学生以上

企画制作
芸術文化創造ネットワーク株式会社

世界に誇るトップ・ジャズ・ギタリスト渡辺香津美
とフラメンコギター・国際コンクール国際部門で
日本人として初めて優勝の快挙を成し遂げた
世界最高峰のフラメンコギタリスト沖仁による
共演。
異なるジャンルのトップギタリストによる熱い
演奏をお楽しみください。

渡
辺
香
津
美

K
azum

i W
atanabe

Jin O
ki

×

沖
仁

世界に誇るトップ・ジャズ・ギタリスト渡辺香津美
とフラメンコギター・国際コンクール国際部門で
日本人として初めて優勝の快挙を成し遂げた
世界最高峰のフラメンコギタリスト沖仁による
共演。
異なるジャンルのトップギタリストによる熱い
演奏をお楽しみください。

年間2万人のファミリーが観劇！
全国で大人気の「こどもオペラ」がやってくる♪
本格的なクラシック音楽や手遊び、童謡やキッズソングなどを盛り込んだ、

歌と音楽で紡ぐ「3匹のこぶた」の物語をお届けします。

0才から
入場可
入退場自由

親子で楽しむクラシック名曲コンサート

4月30日（土）シューベルティアーデ
シューベルト／楽興の時、即興曲、アヴェマリア、子守唄、
セレナーデ、野ばら　他
出演／声楽：徳永桃子　ピアノ：川崎智子　チェロ：山梨浩子

7月8日（金）2台のヴァイオリンとピアノによる名曲の調べ
ショパン「幻想協奏曲」・リスト「ラ・カンパネラ」
ベートーヴェン「エリーゼのために」・サラサーテ「チゴイネルワイゼン」
出演／ヴァイオリン：松本裕香　石塚千恵　ピアノ：吉田恵

11月18日（金）管楽器の魅力
出演／ファゴット：早川邦広　他
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