
（ゆめはっとホームページ）

5月 …２日・９日・１６日・２３日・３０日 6月 …6日・13日・20日・２7日休館日のお知らせ（原則火曜休館）

※4月10日現在の情報をもとに制作しています。

5月より
予約開始!

①掲載内容について、主催者の都合により開場／開演時間や、出演者等が変更になる場合がございます。　②催し物に関する詳細は、各お問合せ先にお尋ねください。
③文化・芸術に関連のある催し物を優先して掲載させていただきます。ご了承ください。　④会館で取り扱っているチケットは、９時から１８時まで1階総合案内窓口で販売しております。

●こちらの情報は3月31日現在の情報です。5月・6月のイベント情報を掲載しております。
●コロナ禍の影響により各イベントが延期・中止など変更になる場合がございます。
　詳しくは会館ホームページにてご案内いたします。

　

日　付 会　場 公演・イベント 開演時間 会　館
取扱い入場方法 お問い合わせ

好評
発売中！

全席自由
無　料9：30５/２１（日）

カラオケあきえ会実行委員会
0244-22-5203（夏川戸）
090-2849-8547

大ホール カラオケあきえ会発表会 　 令和5年度　主催事業公演ラインナップ令和5年度　主催事業公演ラインナップ

(主催：指定管理者・公益財団法人南相馬市文化振興事業団)※開催日程・公演内容等は変更になる場合があります。

2023.8.27（日）2023.7.23（日） 2023.10.22（日） 2023.11.3（金・祝）
秋川雅史

千の風になってコンサート
～聴いてよく分かるクラシック3～

海援隊トーク＆ライブ2023 VORLESEN フォアレーゼン
声優朗読劇

舘野泉 ピアノ・リサイタル
米寿記念演奏会

この他にも続々と公演が発表になります。お求めはゆめはっと友の会でお早目に！この他にも続々と公演が発表になります。お求めはゆめはっと友の会でお早目に！

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　
後援：南相馬市 / 福島放送

主催・企画・制作：KFB福島放送/サンライズプロモーション東京/BSフジ
企 画 原 案：Erth Visual & Physical Inc.
共　　　催：（公財）南相馬市文化振興事業団

プレイガイド 南相馬市民文化会館（WEB・電話・窓口）チケット予約専用電話
　①080-9171-7342　 ②080-9171-7344
ローソンチケット　Lコード：22844
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：238-406
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

「千の風になって」CD発売から15年。“テノールの貴公子”秋川雅史が、クラシックから
歌謡曲まで、誰もが聴いたことのある名曲の数々を分かりやすい解説を交えてお届け
します。迫力ある美声をご堪能ください。

大ホール
（日）

2023

7/23

時　　間
チケット 全席指定　友の会会員 3,000円　一般 3,500円

※当日券500円増し　※未就学児入場不可
※友の会価格購入上限：個人・サークル会員4枚、法人会員20枚まで
※友の会割引チケット・車いす席はゆめはっとでのみ取扱い
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場13:30 　開演14:00

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　
企画：ネクストワン / ウィスパーミュージック　　　
後援：ユニバーサルミュージック /
　　　ＡＳＴＵＲＩＡＳ ＣＯＮCＥＲＴ ＧＵＩＴＡＲＳ ロッコーマン /
　　　南相馬市 / 福島テレビ
協力：武田鉄矢ファンクラブ　　制作：アオイスタジオ

プレイガイド 南相馬市民文化会館（WEB・電話・窓口）チケット予約専用電話
　①080-9171-7342　 ②080-9171-7344
ローソンチケット　Lコード：22879
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：241-137
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

時　　間

チケット 全席指定　友の会会員3,500円　一般4,000円
※当日券500円増し　※未就学児入場不可
※友の会割引チケット・車いす席はゆめはっとでのみ取扱い
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場１４:１５ 　開演１５:００

秋川雅史 千の風になってコンサート秋川雅史 千の風になってコンサート

「贈る言葉」「母に捧げるバラード」などの名曲を世に送り出した海援隊は昨年50周年を迎えました！
心温まる楽曲と笑いあり涙ありのトークをたっぷりとお届けします。

大ホール
（日）

2023

8/27 海援隊トーク＆ライブ2023海援隊トーク＆ライブ2023

大ホール
（水）

2023

7/26
大ホール

（水）
2023

7/26

プレイガイド 南相馬市民文化会館（WEB・電話・窓口）チケット予約専用電話
　①080-9171-7342　 ②080-9171-7344
ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス
   （Lコード：２０４２０）　 （Pコード：650-301）

お問合せ キョードー東北　022-217-7788
（平日13:00～16:00／土曜10:00～12:00※祝日を除く）

オーストラリアからみんなの街にやってくる！赤ちゃん恐竜から、
大人気ティラノサウルスまで登場！夏休みに遊んで学べる恐竜ショー！
時　　間
チケット 全席指定　3,500円

※3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合有料。
※公演中止の場合を除き、お客様都合による予約変更・払い戻しはできません。
※ご来場前に最新情報を公演HPにてご確認ください。
※駐車台数に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。
※車椅子でご来場のお客様はお手数ですが公演前にキョードー東北までご連絡ください。

発 売 日 2023年５月20日(土)　10:00～
※会館予約初日は会館WEB・電話予約のみ
※会館窓口販売は、予約開始2日目(５/21)9:00より(残券がある場合のみ）

発 売 日 友の会先行および一般の窓口販売は予約開始2日目9:00より行います。
友の会会員先行予約　2023年5月19日(金)9:00～24日(水)18:00
※初日は会館WEB・電話予約のみ
※窓口販売は予約開始2日目(5/20)9:00より(残券がある場合のみ)
※友の会価格購入上限：個人・サークル会員4枚、法人会員20枚まで
一　般　予　約　2023年5月26日(金)10:00～
※会館予約初日は会館WEB・電話予約のみ
※窓口販売は予約開始2日目(5/27)9:00より(残券がある場合のみ）

①開場11:15  開演12:00　②開場14:15  開演15:00

～聴いてよく分かるクラシック３～

歌劇「椿姫」～燃える心を～／ヴェルディ
箱根八里／滝廉太郎
千の風になって／新井満　ほか

＊＊＊予定曲目＊＊＊

全席自由
無　料

要入場整理券
１0：3０５/２８（日） 美月会（渡部）

090-8783-4399大ホール 花・風流夢舞台 ○

全席自由
４００円

１４：００６/４（日） 福島県立原町高等学校吹奏楽部
0244-23-6196大ホール 福島県立原町高等学校吹奏楽部

第39回定期演奏会
全席自由

一　般1,000円
当日券1,500円
中学生以下無料

１0：００６/１１（日） 相馬流れ山全国大会実行委員会
0244-22-2114大ホール 第31回　相馬流れ山全国大会

全席指定
３，０００円

１４：００６/１５（木）
（株）夢グループ
0570-666-443
https://yumeconcert.com

大ホール 美空ひばりフィルムコンサート

全席自由
無　料

１２：００６/18（日） 日本舞踊　華仙流
0244-23-3379大ホール 第13回　華乃舞

１，５００円調整中６/２５（日）
プルミエ・バレエ・クラシック（安部）
022-213-3666
ja.0309-stk@docomo.ne.jp

大ホール プルミエ・バレエ・クラシック
「第12回発表会」

共催事業共催事業

5月より
取扱開始!

（公演詳細）

令和5年

Vol.220

20235
2023/5/１

（ゆめはっとホームページ）
◇アクセス ◆ ＪＲ常磐線「原ノ町駅」下車、 徒歩15分（タクシー５分）
 ◆ 国道６号「高見町交差点」より、 南相馬市役所方面に車で10分
 ◆ 常磐自動車道「南相馬IC」より、 南相馬市役所方面に車で10分

南相馬市民文化会館 指定管理者 公益財団法人南相馬市文化振興事業団
〒975-0008　福島県南相馬市原町区本町２丁目２８番地の１　TEL ：0244-25-2761／ FAX：0244-25-2764　
URL：http://www.yumehat.or.jp　e-mail：minamisoma@yumehat.or.jp
Twitter：南相馬市民文化会館ゆめはっと @yume_hat

①ゆめはっと西側の駐車場　②原町保健センター前の駐車場
ゆめはっとへ
お車でお越しの
お客様へ

ゆめはっとへ
お車でお越しの
お客様へ

ゆめはっとの指定駐車場は２か所です。

※上記以外の場所への駐車は、短時間であっても近隣の店舗等の迷惑となりますので、固くお断りさせていただきます。
※②の駐車場は、原町保健センター及び周辺施設の利用状況によりご利用いただけない場合がございます。

－２－

南相馬
市役所

Ｐ

Ｐ

②原町保健センター前②原町保健センター前

①ゆめはっと西側①ゆめはっと西側

ゆめはっとゆめはっと



（ゆめはっとホームページ）

5月 …２日・９日・１６日・２３日・３０日 6月 …6日・13日・20日・２7日休館日のお知らせ（原則火曜休館）

※4月10日現在の情報をもとに制作しています。

5月より
予約開始!

①掲載内容について、主催者の都合により開場／開演時間や、出演者等が変更になる場合がございます。　②催し物に関する詳細は、各お問合せ先にお尋ねください。
③文化・芸術に関連のある催し物を優先して掲載させていただきます。ご了承ください。　④会館で取り扱っているチケットは、９時から１８時まで1階総合案内窓口で販売しております。

●こちらの情報は3月31日現在の情報です。5月・6月のイベント情報を掲載しております。
●コロナ禍の影響により各イベントが延期・中止など変更になる場合がございます。
　詳しくは会館ホームページにてご案内いたします。

　

日　付 会　場 公演・イベント 開演時間 会　館
取扱い入場方法 お問い合わせ

好評
発売中！

全席自由
無　料9：30５/２１（日）

カラオケあきえ会実行委員会
0244-22-5203（夏川戸）
090-2849-8547

大ホール カラオケあきえ会発表会 　 令和5年度　主催事業公演ラインナップ令和5年度　主催事業公演ラインナップ

(主催：指定管理者・公益財団法人南相馬市文化振興事業団)※開催日程・公演内容等は変更になる場合があります。

2023.8.27（日）2023.7.23（日） 2023.10.22（日） 2023.11.3（金・祝）
秋川雅史

千の風になってコンサート
～聴いてよく分かるクラシック3～

海援隊トーク＆ライブ2023 VORLESEN フォアレーゼン
声優朗読劇

舘野泉 ピアノ・リサイタル
米寿記念演奏会

この他にも続々と公演が発表になります。お求めはゆめはっと友の会でお早目に！この他にも続々と公演が発表になります。お求めはゆめはっと友の会でお早目に！

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　
後援：南相馬市 / 福島放送

主催・企画・制作：KFB福島放送/サンライズプロモーション東京/BSフジ
企 画 原 案：Erth Visual & Physical Inc.
共　　　催：（公財）南相馬市文化振興事業団

プレイガイド 南相馬市民文化会館（WEB・電話・窓口）チケット予約専用電話
　①080-9171-7342　 ②080-9171-7344
ローソンチケット　Lコード：22844
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：238-406
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

「千の風になって」CD発売から15年。“テノールの貴公子”秋川雅史が、クラシックから
歌謡曲まで、誰もが聴いたことのある名曲の数々を分かりやすい解説を交えてお届け
します。迫力ある美声をご堪能ください。

大ホール
（日）

2023

7/23

時　　間
チケット 全席指定　友の会会員 3,000円　一般 3,500円

※当日券500円増し　※未就学児入場不可
※友の会価格購入上限：個人・サークル会員4枚、法人会員20枚まで
※友の会割引チケット・車いす席はゆめはっとでのみ取扱い
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場13:30 　開演14:00

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　
企画：ネクストワン / ウィスパーミュージック　　　
後援：ユニバーサルミュージック /
　　　ＡＳＴＵＲＩＡＳ ＣＯＮCＥＲＴ ＧＵＩＴＡＲＳ ロッコーマン /
　　　南相馬市 / 福島テレビ
協力：武田鉄矢ファンクラブ　　制作：アオイスタジオ

プレイガイド 南相馬市民文化会館（WEB・電話・窓口）チケット予約専用電話
　①080-9171-7342　 ②080-9171-7344
ローソンチケット　Lコード：22879
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：241-137
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

時　　間

チケット 全席指定　友の会会員3,500円　一般4,000円
※当日券500円増し　※未就学児入場不可
※友の会割引チケット・車いす席はゆめはっとでのみ取扱い
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場１４:１５ 　開演１５:００

秋川雅史 千の風になってコンサート秋川雅史 千の風になってコンサート

「贈る言葉」「母に捧げるバラード」などの名曲を世に送り出した海援隊は昨年50周年を迎えました！
心温まる楽曲と笑いあり涙ありのトークをたっぷりとお届けします。

大ホール
（日）

2023

8/27 海援隊トーク＆ライブ2023海援隊トーク＆ライブ2023

大ホール
（水）

2023

7/26
大ホール

（水）
2023

7/26

プレイガイド 南相馬市民文化会館（WEB・電話・窓口）チケット予約専用電話
　①080-9171-7342　 ②080-9171-7344
ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス
   （Lコード：２０４２０）　 （Pコード：650-301）

お問合せ キョードー東北　022-217-7788
（平日13:00～16:00／土曜10:00～12:00※祝日を除く）

オーストラリアからみんなの街にやってくる！赤ちゃん恐竜から、
大人気ティラノサウルスまで登場！夏休みに遊んで学べる恐竜ショー！
時　　間
チケット 全席指定　3,500円

※3歳以上有料。2歳以下膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合有料。
※公演中止の場合を除き、お客様都合による予約変更・払い戻しはできません。
※ご来場前に最新情報を公演HPにてご確認ください。
※駐車台数に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。
※車椅子でご来場のお客様はお手数ですが公演前にキョードー東北までご連絡ください。

発 売 日 2023年５月20日(土)　10:00～
※会館予約初日は会館WEB・電話予約のみ
※会館窓口販売は、予約開始2日目(５/21)9:00より(残券がある場合のみ）

発 売 日 友の会先行および一般の窓口販売は予約開始2日目9:00より行います。
友の会会員先行予約　2023年5月19日(金)9:00～24日(水)18:00
※初日は会館WEB・電話予約のみ
※窓口販売は予約開始2日目(5/20)9:00より(残券がある場合のみ)
※友の会価格購入上限：個人・サークル会員4枚、法人会員20枚まで
一　般　予　約　2023年5月26日(金)10:00～
※会館予約初日は会館WEB・電話予約のみ
※窓口販売は予約開始2日目(5/27)9:00より(残券がある場合のみ）

①開場11:15  開演12:00　②開場14:15  開演15:00

～聴いてよく分かるクラシック３～

歌劇「椿姫」～燃える心を～／ヴェルディ
箱根八里／滝廉太郎
千の風になって／新井満　ほか

＊＊＊予定曲目＊＊＊

全席自由
無　料

要入場整理券
１0：3０５/２８（日） 美月会（渡部）

090-8783-4399大ホール 花・風流夢舞台 ○

全席自由
４００円

１４：００６/４（日） 福島県立原町高等学校吹奏楽部
0244-23-6196大ホール 福島県立原町高等学校吹奏楽部

第39回定期演奏会
全席自由

一　般1,000円
当日券1,500円
中学生以下無料

１0：００６/１１（日） 相馬流れ山全国大会実行委員会
0244-22-2114大ホール 第31回　相馬流れ山全国大会

全席指定
３，０００円

１４：００６/１５（木）
（株）夢グループ
0570-666-443
https://yumeconcert.com

大ホール 美空ひばりフィルムコンサート

全席自由
無　料

１２：００６/18（日） 日本舞踊　華仙流
0244-23-3379大ホール 第13回　華乃舞

１，５００円調整中６/２５（日）
プルミエ・バレエ・クラシック（安部）
022-213-3666
ja.0309-stk@docomo.ne.jp

大ホール プルミエ・バレエ・クラシック
「第12回発表会」

共催事業共催事業

5月より
取扱開始!

（公演詳細）

令和5年

Vol.220

20235
2023/5/１

（ゆめはっとホームページ）
◇アクセス ◆ ＪＲ常磐線「原ノ町駅」下車、 徒歩15分（タクシー５分）
 ◆ 国道６号「高見町交差点」より、 南相馬市役所方面に車で10分
 ◆ 常磐自動車道「南相馬IC」より、 南相馬市役所方面に車で10分

南相馬市民文化会館 指定管理者 公益財団法人南相馬市文化振興事業団
〒975-0008　福島県南相馬市原町区本町２丁目２８番地の１　TEL ：0244-25-2761／ FAX：0244-25-2764　
URL：http://www.yumehat.or.jp　e-mail：minamisoma@yumehat.or.jp
Twitter：南相馬市民文化会館ゆめはっと @yume_hat

①ゆめはっと西側の駐車場　②原町保健センター前の駐車場
ゆめはっとへ
お車でお越しの
お客様へ

ゆめはっとへ
お車でお越しの
お客様へ

ゆめはっとの指定駐車場は２か所です。

※上記以外の場所への駐車は、短時間であっても近隣の店舗等の迷惑となりますので、固くお断りさせていただきます。
※②の駐車場は、原町保健センター及び周辺施設の利用状況によりご利用いただけない場合がございます。

－２－

南相馬
市役所

Ｐ

Ｐ

②原町保健センター前②原町保健センター前

①ゆめはっと西側①ゆめはっと西側

ゆめはっとゆめはっと


