
（ゆめはっとホームページ）
10月…４日・１１日・１８日・２５日 11月…１日・８日・１５日・２２日・２９日休館日のお知らせ（原則火曜休館）

（公演詳細）

※9月10日現在の情報をもとに制作しています。

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８月３１日現在の情報です。１０月・１１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。

２面に掲載１０/１（土）
・２（日）

FANYチケット問合せダイヤル
0570-550-100

（10時～19時/年中無休）
　大ホール

（共催事業） 笑輪の笑い～Born ready達～ 全国ツアー 福島公演
明石家さんま座長公演

１面に掲載15：3010/１５（土） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763○大ホール

（主催事業）
梅沢富美男劇団公演2022
　～梅沢富美男 魅力のすべて～

全席指定
無 料

要入場整理券
１２:００10/１６（日）

ファンタジー
080-7599-7204（久保）

（１０：００～１７：００）
○大ホール つなごうみんなの歌謡祭

ゲスト：福島はじめ

無　料１０:００10/６（木）
～１０（月・祝）

海老名和雄
022-244-4025
ebina.15334@gmail.com

　ギャラリー 海老名和雄写真展「命の行進」― 祈る ―

２面に掲載10/１６（日）
フィリア企画(水谷)
090-1307-5845
akikomizugai@gmail.com

○多目的ホール
（市民共催） 水谷明子マリンバリサイタル

２面に掲載15：3010/２２（土） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763○大ホール

（主催事業）
クミコ コンサート2022

「銀巴里」から 40 年

わが麗しき歌物語 Vol.5 愛しかない時 南相馬特別公演

３面に掲載１４:００１１/３（木・祝） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763○大ホール

（主催事業） 舘野泉＆千住真理子 夢の響演
響きの泉シリーズ Vol.17

4面に掲載17:00１１/23（水・祝）
(株)キョードー東北
022-217-7788

（平日 13:00～16:00／土曜 10:00～12:00）
　大ホール

（協力事業） 「GReeeeNと不思議な大脱走」
GReeeeN LIVE TOUR 2022

３面に掲載１４:００１１/５（土） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763○大ホール

（主催事業） 舘野泉 バースデー・コンサート2022
スペシャルサロンコンサート　彼の音楽を彼が弾く

～またひとつ夢を叶える日～　

関係者のみ　10/２３（日） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763　大ホール

（主催事業） 第9回　ピアノマラソンinゆめはっと

５面に掲載１４：００１１/２７（日） ゆめはっと合唱団（西山）
090-8925-4665○大ホール

（共催事業） ゆめはっと合唱団　第12回定期演奏会

４面に掲載　１１/２0（日） (有)オカダプランニング
0225-23-1888　大ホール

（共催事業） 南相馬新作シネマ上映会　※詳細は 11 月号にて

全席指定
無 料

要入場整理券
１０:００10/２９（土） 小藤流

080-1818-3389○大ホール 小藤おどり（春のおどり）

全席指定
Ｓ席６，０００円１８：３０１１/３０（水） （有）オカダプランニング

0225-22-0934○大ホール 豪華！ふたりのビッグショー
（堀内孝雄・香西かおり）

４面に掲載１８：００１１/6（日） GIPお問合せフォーム
https://www.gip-web.co.jp/t/info○大ホール

（協力事業）
ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2022
 「プラネットフォークス」

無　料９:３０10/29（土）
・30（日）

幽美会
0244-22-4375（佐藤）　ギャラリー 第17回　幽美会書展

３面に掲載１４:００10/３０（日） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763○大ホール

（主催事業） 純烈コンサート2022

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

1日(土)
18：00
２日(日)
①12：30
②17：00

1回目
11：00
2回目
14:30

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

10/7（金）より一斉予約!

予約開始 窓口販売は予約開始2日目9:00より行います。
一斉予約　2022年10月7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（10/8）9:00より（残券がある場合のみ）

時　　間

チケット 全席指定　一　　　般 2,500円
　　　　　高校生以下 1,500円
※宝くじの助成により、特別料金となっております。
※4歳以上のお子様からご入場いただけます。
※当日券500円増し(高校生以下を除く)。
※前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。
※チケットの販売は、福島県在住の方のみが対象となります。
※友の会割引はございません。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 13:00　開演 14:00

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：22162
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：221-901
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

主催：南相馬市／（公財）南相馬市文化振興事業団／（一財）自治総合センター
後援：福島放送／福島民報社／福島民友新聞社

トーク＆ナビゲーターに春風亭小朝を迎え、小原孝のピアノ、島田歌穂の歌、藤野浩一の指揮による
おしゃべり音楽館ポップスオーケストラの演奏で懐かしい映画音楽をお楽しみください。

大ホール
（土）

2022

12/3 宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

ニュー・シネマ・パラダイス、星に願いを、
魅惑のワルツ、レ・ミゼラブルより「On My Own」、
風と共に去りぬより「タラのテーマ」、
サウンド・オブ・ミュージックメドレー　ほか

＊＊＊プログラム＊＊＊

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

（公演詳細）

好評
発売中！

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　後援：南相馬市／テレビユー福島　制作協力：アオイスタジオ

プレイガイド

笑いあり涙ありのお芝居、歌謡ショー、豪華絢爛な舞踊ショーを織り交ぜた濃密な
演目で、観客を楽しませることに徹した至極のエンターテイメント、梅沢富美男劇
団公演。大衆演劇の魅力を余すところなくお届けします！

大ホール
（土）

2022

10/15

時　　間

チケット 全席指定　S席：友の会会員 4,500円 　一般 5,000円
　　　　　A席：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
※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
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場 14:30　開演 15:30
出　　演 梅沢富美男、梅沢富美男劇団員　　ゲスト : 門戸竜二、竜小太郎

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：22407
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：512-852
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

梅沢富美男劇団公演2022
～梅沢富美男 魅力のすべて～
梅沢富美男劇団公演2022
～梅沢富美男 魅力のすべて～

残席情報

○ ◎
Ｓ席 Ａ席

関係者のみ10/２１（金） 南相馬市立原町第二中学校
0244-22-4188　大ホール 第21回塔下祭

（合唱コンクール・吹奏楽部コンサート）
９：１５

無　料１１/１２（土）
・１３（日）

原町区芸術文化協会
0244-23-4678（事務局）　多目的ホール

ギャラリー 原町区芸術文化協会文化祭（展示発表の部） ９：３０

全席指定
無　料１１/１３（日） 原町区芸術文化協会

0244-23-4678（事務局）　大ホール 原町区芸術文化協会文化祭（音楽芸能発表の部） １０：３０

関係者のみ　１１/２６（土） NPO法人かけはし
0244-23-3134　多目的ホール パソコンサークル展示発表 １３：００

令和4年

Vol.213

202210
2022/10/１

（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。

－6－

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



http://www.yumehat.or.jp

2022/10/12022/10/1

－5－－2－

共催事業共催事業

（公演詳細）

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　
後援：南相馬市／福島中央テレビ

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：22157
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：222-022
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

シャンソニエの老舗・銀座「銀巴里」でプロ歌手としてデビューして40年。「わが麗しき恋物
語」が“聴くものすべてが涙する歌”としてヒットし一躍脚光を浴びたクミコが、心震わせる
ドラマチックな歌声を響かせます。

大ホール
（土）

2022

10/22

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
※友の会割引チケット・車いす席はゆめはっとでのみ取扱い
※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
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場 14:45　開演 15:30

クミコ コンサート2022
「銀巴里」から40年…　

わが麗しき歌物語Vol.5 愛しかない時 南相馬特別公演

好評
発売中！

クミコ コンサート2022
わが麗しき歌物語Vol.5 愛しかない時 南相馬特別公演

笑輪の笑い ～Born ready達～ 
全国ツアー　福島公演

共催事業共催事業

主催・企画・制作：吉本興業 　共催：（公財）南相馬市文化振興事業団

明石家さんまが４０年振りとなる座長を務め、大盛況を収めた
お正月興行「笑輪の笑い～Born　ready達～」の全国ツアーの
開催が決定！豪華出演者が、全国の皆様に笑いをお届けします！

プレイガイド

時　　間

チケット 全席指定　6,000円　※当日券500円増し
※5歳以上は有料。4歳以下はひざ上のみ無料。但し、お席が必要な場合は有料。
※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。
　尚、変更にともなう払戻は行いません。
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

1日（土）　  開場 17:15　開演 18:00　
2日（日） ① 開場 11:45　開演 12:30  
　　　　② 開場 16:15　開演 17:00

出　　演 明石家さんま
松尾伴内、ジミー大西、中川家、次長課長、
岩井ジョニ男、アキナ、アインシュタイン、金原早苗

FANYチケット　https://yoshimoto.funity.jp/
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：514-254
ローソンチケット　Lコード：21548

笑輪の笑い ～Born ready達～ 

お問合せ FANYチケット問合せダイヤル
0570-550-100（１０時～１９時/年中無休）

大ホール

2022

10/1  ・2（土） （日）
明石家さんま座長公演

全国ツアー　福島公演
笑輪の笑い ～Born ready達～ 

全国ツアー　福島公演

しょう　  わ わら

市民共催市民共催

好評
発売中！

原町第一中学校、武蔵野音楽高等学校を経て武蔵野音楽大学卒業。南相馬市出身のマリンバ奏者 
水谷明子によるリサイタル。マリンバの音色を通して、音楽の幅広さと楽しさをお届けします。

多目的ホール
（日）

2022

10/16 水谷明子マリンバリサイタル水谷明子マリンバリサイタル

お問合せ フィリア企画(水谷)
akikomizugai@gmail.com
TEL：090-1307-5845

プレイガイド フィリア企画（水谷）　090-1307-5845
南相馬市民文化会館　0244-25-2763
タ カ ノ 楽 器　0120-46-0108

主催： 水谷明子リサイタル実行委員会
共催：（公財）南相馬市文化振興事業団
後援：南相馬市教育委員会／福島民報社／福島民友新聞社

時　　間

チケット 全席自由　一般 1,800円　　高校生以下 500円
※当日券は200円増し(高校生以下を除く)

1 回目　開場 10:30　開演 11:00
2 回目　開場 14:00　開演 14:30

出 　 演 水谷明子（マリンバ）、半澤淳子（ピアノ）

バッハ：シャコンヌ
アルフレッド・リード：マリンバコンチェルティーノ
向山千晴編：ココロのフルサト’s
　　　　　　（懐かしき日本の歌）
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン　ほか

＊＊＊プログラム＊＊＊

南相馬市民文化会館では、以下の改修を予定しております。
改修期間中は大ホールをご利用いただくことができません。
利用者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

南相馬市民文化会館　改修に関するお知らせ

■内　　容　大ホール舞台音響設備改修工事

■改修期間　令和５年１月１０日（火）
　　　　　　　　　　～令和５年３月３１日（金）

■内　　容　大ホール舞台音響設備改修工事

■改修期間　令和５年１月１０日（火）
　　　　　　　　　　～令和５年３月３１日（金）

※上記期間は、大ホールの利用を停止します。
※改修期間は、改修の進行状況により、変更される場合があります。

■お問い合わせ
・南相馬市教育委員会 生涯学習課 文化振興係
　〒975-8686
　福島県南相馬市原町区本町二丁目27(東庁舎2階)
　電話：0244-24-5249　FAX：0244-23-3013

　なお、施設の利用予約についてのお問い合わせは、
施設利用係にご確認ください。

・南相馬市民文化会館ゆめはっと　施設利用係
    〒975-0008
    福島県南相馬市原町区本町二丁目28-1
    電　話：0244-25-2761
    ＦＡＸ：0244-25-2764
    メール：reserve@yumehat.or.jp

残席情報

◎ ◎
１階 ２階

会館チケットWEB予約のご案内会館チケットWEB予約のご案内会館チケットWEB予約のご案内
事業団主催の公演はパソコン・スマートフォンからチケット予約を行うことができます。
登録後すぐに欲しいチケットの予約が可能です。インターネットをご利用中の方は是非ご活用ください！
★お座席をお選びいただいてチケット予約ができます！　（座席指定のできる公演のみ）
★セブンイレブンでお支払い・チケットお受け取りが可能です。（発券手数料 220 円／ 1枚）（ネット上での決済はできません。）
★友の会会員様であれば会員先行販売期間中にもWEB予約が可能！　

WEB予約Q&A

WEB予約の流れ

Q
A

携帯から登録後、仮登録完了メールが届か
ない
チケットシステムから返信メールを自動送
信している関係で、メール受信の設定に
よってはなりすましメールとみなされ受
信をはじかれてしまう場合がございます。

「ti-touroku@yumehat.or.jp」からの
メールを指定受信できるよう設定変更し
ていただき、再度ご登録をお願いいたし
ます。

Q

A

仮登録完了のE-mailに掲載されて
いるURLをクリックしたのですが、
本登録の画面が表示されません。

URLが途中で改行されている
など、正常にリンクされていな
い場合があります。URLを改
行しないようにE-mail本文か
らコピーし、直接ブラウザのア
ドレスバーに貼り付けてアクセ
スしてください。

Q 予約後いつまでにチケット引取りに
行けばいいの？

Q クレジットカードでの支払いは
可能ですか？ 

A 窓口及びコンビニ引取りの場合、
予約後８日以内にお越しくださ
い。８日以上過ぎてしまいますと
ご予約内容は無効となってしまい
ますので予めご了承ください。

A セブンイレブンでのチケット
引取をされる場合に限り、現
金のほか、クレジットカード、
nanacoカードの利用が可
能です。

まずはゆめはっとHPへ！　（『ゆめはっと』で検索！）
トップページの　　　　をクリック
※会館窓口での販売、お電話でのご予約も引き続き行っております。

【STEP1】 【STEP２】

２回目以降

初めての方
利用登録 仮登録 本登録 ログイン後、

公演を選択

【STEP３】

お客様にて
座席を選択

（可能な場合のみ）

【STEP４】
支払方法・受取方法を選択
　○会館窓口支払い
　○セブンイレブン発券支払
　　（発券手数料２２０円／１枚）
　○代金引換郵便（手数料６００円～）

【STEP５】

予約確定・完了！
※セブンイレブンでの受領の場合、予約受付完

了通知メールに記載してあるURLより払込番
号を取得してください。

（WEB予約）

プレイガイド 南相馬市民文化会館（窓口）　0244-25-2763

主催： ゆめはっと合唱団
共催：（公財）南相馬市文化振興事業団
後援：南相馬市／南相馬市教育委員会
　　　福島民報社／福島民友新聞社

大ホール
（日）

2022

11/27
時　　間
チケット 全席指定　一般 1,000円（中学生以下無料）　

※当日券も同額

出　　演 佐藤淳一（音楽監督・指揮）、永田恵子（常任指揮）、半澤淳子（ピアノ）

開場 13:15　開演 14:00

ホームソングメドレー「イギリス・ドイツ・アメリカ・日本編」
混声合唱とピアノのための組曲「ある真夜中に」
NHK みんなのうたより「小さな木の実」、「北風小僧の寒太郎」、「山口さんちのツトム君」ほか

＊＊＊プログラム＊＊＊

ゆめはっと合唱団  第12回定期演奏会

発 売 日 2022年10月1日(土)9:00～

お問合せ ゆ め はっと合 唱 団（西山）　090-8925-4665

ゆめはっと合唱団  第12回定期演奏会ゆめはっと合唱団  第12回定期演奏会
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（公演詳細）

（公演詳細）

共催事業共催事業

大ホール
（日）

2022

11/6 ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2022ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2022

お問合せ GIPお問合せフォーム
https://www.gip-web.co.jp/t/info

プレイガイド 南相馬市民文化会館（窓口）　0244-25-2761
ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス 主催： GIP

企画：Spectrum Management
制作：SEVEN'S ENTERTAINMENT ／ Livemasters Inc.
協力：Ki/oon Music ／（公財）南相馬市文化振興事業団

時　　間
チケット 全席指定　7,300円

※3歳以上チケット必要　※チケットの不法転売・譲渡禁止　
※当日券に準じた割引適用なし
※児童の耳を大音量から守る為、お子様連れのお客様はイヤーマフ等
　のご持参をお願いします。
※オフィシャルサイトにある、新型コロナウイルス感染拡大状況をふまえ
　設定された「感染拡大予防ガイドライン」の注意事項をご来場前に必ず
　ご確認下さい。

【高校生以下対象 学割あり】
　高校生以下の方は会場にて￥1,500キャッシュバックいたします。
　小学生以下は年齢を証明できるものを、中学生/高校生の方は学生証
　を持参下さい。
※キャッシュバックは当日、会場に来られた方に限ります。
※当日、学生証をお持ちにならなかった方へはキャッシュバックはいたし
　ません。

開場 17:00　開演 18:00

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

プレイガイド チ ケ ット ぴ あ　SOLD OUT（完売）
ローソンチケット　SOLD OUT（完売）
イ ー プ ラ ス　SOLD OUT（完売）

時　　間

チケット 全席指定　指定席 9,800円　VIP席（プレゼント付） 15,000円
※消費税込み
※年齢制限なし(ただし、５歳未満のお子様は保護者同伴に限る)
※駐車場の台数に限りがありますので、ご来場の際は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にご連絡ください。
　
＜新型コロナウイルス感染拡大防止に関しての取り組みと公演にご来場のお客様へのご案内＞
※万全のコロナ対策でお客様をお迎えし、安心、安全なコンサート運営に努めてまいります。
※詳細は、南相馬市民文化会館ホームページならびに株式会社キョードー東北のホーム
　ページに掲載しております。

開場 16:00　開演 17:00

協力事業協力事業

7/18 福島 振替公演「プラネットフォークス」 7/18 福島 振替公演「プラネットフォークス」

大ホール
（水・祝）

2022

11/23 GReeeeN LIVE TOUR 2022協力事業協力事業

「GReeeeNと不思議な大脱走」

時　　間

チケット 全席指定　友の会会員 3,000円　一般 3,300円　高校生以下 1,000円
※当日券300円増し(高校生以下を除く)　※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
※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
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場 13:00　開演 14:00

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：22385
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：224-021
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

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　企画制作：（株）ジャパン・アーツ

©Kiyotaka Saito(SCOPE)©A.Muto

福島県沖地震の影響に伴い延期となっておりました、当会館の名誉館長であるピアニ
スト舘野泉と人気のヴァイオリニスト千住真理子によるデュオ・リサイタル。レジェンド
の新しい出会いから紡ぎだされる至高の音楽で、贅沢なひとときをお過ごしください。

大ホール
（木・祝）

2022

11/3 響きの泉シリーズVol.17

舘野泉＆千住真理子 夢の響演
響きの泉シリーズVol.17

舘野泉＆千住真理子 夢の響演

J.S. バッハ：無伴奏ヴァイオリンのための
　　　　　　パルティータ第２番より
　　　　　　アルマンド、シャコンヌ
梶谷修：土曜日の森
J.S. バッハ（光永浩一郎編）：Ｇ線上のアリア ほか

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：22464
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：224-910
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

「セヴラック生誕150年に当たる今年、何としても彼の作品を自分の手で弾きたかった。」という舘野自身の夢を
叶えるために演奏する「大地の歌」。そして平野一郎「鬼の学校」をピアノクインテットでお届けします。

南相馬でファイナルを迎えるGReeeeN史上最大規模、全４０公演の全国ツアー!!
今年のGReeeeNのライブツアーは、「漫画『ONE PIECE』の作者 尾田栄一郎先生
によるキャラクターデザイン！スペシャルライブツアー by GReeeeN」という特別な
全国ツアーとなります！全国の会場でお会いしましょう!!

スペシャルサロンコンサート

～またひとつ夢を叶える日～　

彼の音楽を彼が弾く

舘野泉 バースデー・コンサート2022

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　
後援：南相馬市　協力：タピオラの会　　
企画制作：（株）ジャパン・アーツ

大ホール
（土）

2022

11/5

時　　間
チケット 全席自由　友の会会員 1,500円　一般 1,800円　高校生以下無料(要整理券)

※当日券300円増し(高校生以下を除く)　※未就学児入場不可
※友の会割引チケット・整理券・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 13:15　開演 14:00

共　　演 ヤンネ舘野（ヴァイオリン）・安達真理（ヴィオラ）
矢口里菜子（チェロ）・長谷川順子（コントラバス）

デオダ・ドゥ・セヴラック（光永浩一郎編）：
　　　　　「大地の歌～七つの農事詩」
平野一郎：「鬼の学校　左手のピアノと
　　　　　 弦楽の為の教育的五重奏」
　　　　　　（委嘱作・世界初演） ©A.MUTO

＊＊＊プログラム＊＊＊

＊＊＊プログラム＊＊＊

～またひとつ夢を叶える日～　
舘野泉 バースデー・コンサート2022

振替公演振替公演

好評
発売中！

好評
発売中！

残席情報

× ◎
１階 ２階

（公演詳細）

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：２１６１４
チ ケ ット ぴ あ　Pコード：21６-１４１
イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

ご存知“スーパー銭湯アイドル 純烈”がついに南相馬へ！！心に響く歌声、軽快なダンス、朗らかなお喋り
の三拍子が揃えば楽しめること間違いなし！４人が全力でハートフルなステージを届けます！！

大ホール
（日）

2022

10/30
時　　間

チケット 全席指定　友の会会員 4,500円　一般 5,000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
※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
※感染症対策にご協力をお願いいたします。

開場 13:00　開演 14:00

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　後援：南相馬市　　
協力：（株）クレバーエンタープライズ

純烈コンサート2022純烈コンサート2022振替公演振替公演

好評
発売中！

大ホール
（日）

2022

11/20

2022年の話題作を一挙上映！！
速報速報速報

南相馬新作シネマ上映会南相馬新作シネマ上映会

主催：（有）オカダプランニング　共催：（公財）南相馬市文化振興事業団

詳細は来月号にて

お問合せ オカダプランニング　0225-23-1888

GReeeeN LIVE TOUR 2022
「GReeeeNと不思議な大脱走」

GReeeeN LIVE TOUR 2022
「GReeeeNと不思議な大脱走」


