
（ゆめはっとホームページ）

（ゆめはっとホームページ）
7月 …５日・１２日・１９日・2６日 8月 …２日・９日・１６日・2３日・３０日休館日のお知らせ（原則火曜休館）

※6月10日現在の情報をもとに制作しています。

残席情報

僅少 ◎
１階席 ２階席

７月より
予約開始!

７/３１（日） 若葉会（遠藤）
080-1833-0687関係者のみ 　１３:３０多目的ホール ピアノ発表会

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。

力強いパフォーマンスと圧倒的な歌唱でデビュー３５周年に相応しいステージをお届けします。
名曲の数々とともに３５年の軌跡をたどる工藤静香のステージにご期待ください！

好評
発売中！

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　企画制作：工藤静香 LIVE TOUR 実行委員会　　協力：ポニーキャニオン　　後援：南相馬市

大ホール
（木・祝）

2022

8/11 工藤静香工藤静香

プレイガイド【南相馬市】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

【そ の 他】ローソンチケット　Lコード：21315
　　　　　チ ケ ット ぴ あ　Pコード：216-689
　　　　　イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

時　　間

チケット 全席指定　友の会会員 7,000円　一般 7,500円
※当日券500円増し　※未就学児入場不可　※入場特典付き
※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 16:00　開演 17:00

35th Anniversary Tour 2022 ～感受～35th Anniversary Tour 2022 ～感受～

（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／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
※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

予約開始 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　2022年7月8日(金)9:00～13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(7/9)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　2022年7月15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(7/16)9:00より(残券がある場合のみ）

【南相馬市】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

【そ の 他】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～

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

●こちらの情報は５月３１日現在の情報です。7月・8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。

1面に掲載１７:００８/１１（木・祝） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763○大ホール

（主催事業） 工藤静香 35th Anniversary Tour 2022 ～感受～

２面に掲載１４:００８/２８（日） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763○大ホール

（主催事業） 「音楽の絵本」～フェアリーテール～
サロンコンサート Vol.41　0 歳からのクラシックコンサート

要入場整理券１０:３０８/２１（日）
風の会（齋藤）
090-9259-9936

（１３：００～２０：００）
大ホール 第20回記念〝風の夏祭り〟

※館内での御飲食は出来ません。

＊ チケット予約専用電話 (9:00 ～ 18:00 原則火曜休 )
　①080-9171-7342　②080-9171-7344
　　
＊ 南相馬市民文化会館 WEB サイト (24 時間受付 )
　 http://www.yumehat.or.jp

主催公演チケットのお求めについて
電話・WEB予約 窓口販売電話・WEB予約 窓口販売

主催公演チケットのお求めについて主催公演チケットのお求めについて

南相馬市民文化会館

電話予約はお座席のご指定が出来ません

WEB予約はお座席をご指定いただけます
お問合せ

予約開始2日目より取扱い
南相馬市民文化会館 1 階
総合案内受付 (9:00 ～ 18:00 原則火曜休 )

※残券がある場合のみ販売いたします。

0244-25-2763

※予約開始日は、友の会先行 9:00 から
　　　　　　　　一般 10:00 から受付

プレイガイドでのチケット取扱いについては、
会館ホームページおよび、各プレイガイドに
ご確認ください。

（チケット予約方法）

◇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。

令和4年

Vol.210

20227
2022/7/１

－4－

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

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



http://www.yumehat.or.jp

2022/7/12022/7/1

－３－－2－

市民プロデュース文化事業　募集中！ （２０２２年度共催事業）

～あなたの企画を応援します！～
市民プロデュース文化事業　募集中！

お問合せ　事業係　0244-25-2763

＊ 対象事業 ＊
・当事業団の主催する自主事業の補完となるジャンルの文化芸術事業。
　例）音楽、舞踊、演劇、伝統芸能等
・専門家（プロフェッショナル）による公演等
・公募キャスト、スタッフによる市民参加の舞台公演、音楽祭等
※特定の指導者一門や流派の公演、愛好者団体の会員のみによる発表などは対象にはなりません。

・南相馬市民文化会館（ゆめはっと）で実施する文化振興事業
・公益性が認められ、営利や勧誘を目的としない事業　など

＊ 条　　件 ＊

・施設利用料金の負担（公演当日分のみ） ※設備利用料金は主催者全額負担
・会館広報紙への事業内容の掲載
・公演印刷物の掲示や設置（会館内）
※開催時期、広報物発行時期等の事情により、ご要望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

＊ 支援内容 ＊

随時
※事業実施日の２か月前まで、告知・販売等が始まっていないことを条件

とします。

＊ 募集期間 ＊　

まずはお電話でお問合せください。お手続きのご案内をさせ
ていただきます。申請後、事務局での審査の上、結果をお知ら
せいたします。

＊ 申込方法 ＊

２０２３年 3 月 31 日までに開催される事業
＊ 対象期間 ＊

ゆめはっとにピアニストを招いて演奏会を開きたい！ そんなゆめをサポートするために、施設の利用料金や宣伝等を支援する制度です。

2022年度ゆめはっと友の会の会員申し込みを受付中です。
チケットの先行発売や割引など、さまざまな特典がございます。ぜひご入会ください。

202２年度ゆめはっと友の会会員新規・更新受付中202２年度ゆめはっと友の会会員新規・更新受付中

申込方法

○会員特典
　① 事業団指定公演チケットの優先購入（枚数制限有）
　② 事業団指定公演チケットの割引購入（枚数制限有）
　③ 情報の早期入手（ゆめはっと通信・公演チラシ）
　④ 事業団指定公演ご招待（法人会員のみ・年１回以上）
○会員期間
　２０２３年３月３１日まで

入会資格
中学生以上

入会金（新規入会の方）・年会費を
ご持参の上、会館１階総合案内カウ
ンターにお申込みください。
受付時間：9:00 ～ 18:00

（火曜休、祝日の場合翌営業日休）

◆個人会員
　・入会金：    500 円（新規ご入会の方）
　・年会費： 2,000 円
◆法人会員
　・入会金：      500 円（新規ご入会の法人様）
　・年会費： 10,000 円（1 口）
 　　※会報等は法人所在地に郵送

◆サークル会員
　・入会金：    500 円（新規ご入会の方）
　・年会費： 1,500 円（お 1 人様あたり）
　　※１グループあたり3 名以上
　　※会報等はサークルの代表者に一括郵送

会
館
窓
口

払込取扱票の通信欄に必要事項（氏名・フリガナ・住所・生年月日・性別・電話番号・会員種別【個人・
サークル・法人】）をご記入の上、下記の口座に入会金（新規入会の方）・年会費をお送りください。
振込手数料はご負担願います。

・口座番号　０２２５０－５－５３３１０　　・加入者名　ゆめはっと友の会
※郵便振替は手続き完了まで10日程度のお時間をいただいております。 余裕をもってお手続きくださいますようお願いいたします。

郵
便
振
替

※２０２１年度会員（更新）の方は年会費のみをお振替ください。

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）

令和4年度　主催事業公演ラインナップ令和4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。

2022.10.30（日）
純烈コンサート2022

年内日程調整中
舘野泉＆千住真理子

夢の響演

2022.8.28（日）
音楽の絵本

～フェアリーテール～

2022.10.15（土）
梅沢富美男劇団公演

～梅沢富美男 魅力のすべて～

2022.10.22（土）

2022.8.11（木・祝）

クミコ コンサート２０２２

工藤静香 
35th Anniversary Tour 2022

2022.11.5（土）
舘野泉ピアノ・クインテット

「鬼の学校」

2022.12.3（土）
宝くじおしゃべり音楽館

（公演詳細）

（公演詳細）

プレイガイド【南相馬市】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

【そ の 他】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

主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　　後援：南相馬市

プレイガイド

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物の金管五重奏ズーラシアンブラス。そして弦楽器とピアノを
担当するのは弦 ( つる )うさぎ。絵本の中に入った気分で動物たちによる生演奏をお楽しみください。
指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物の金管五重奏ズーラシアンブラス。そして弦楽器とピアノを
担当するのは弦 ( つる )うさぎ。絵本の中に入った気分で動物たちによる生演奏をお楽しみください。

大ホール
（日）

2022

8/28

時　　間
チケット 全席指定

友 の 会 会 員 1,500円
友の会ひざ上親子席 1,500円 (大人1名+2歳以下の膝上鑑賞のお子様1名)
一　　　　　　　般 1,800円
一般 ひざ上 親 子 席 1,800円 (大人1名+2歳以下の膝上鑑賞のお子様1名)
小　学　生　以　下    500円
※当日券300円増し（小学生以下を除く）　※0歳から入場可
※小学生以下券をご購入の方は、当日年齢を確認させていただく場合がございます
　ので、保険証などの年齢が分かるものをお持ちください。
※3歳以上のお子様、および2歳以下のお子様でも座席を使用する場合は有料
※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 13:15　開演 14:00（公演約９０分／休憩１５分）

「音楽の絵本」～フェアリーテール～
サロンコンサートVol.41
0歳からのクラシックコンサート
サロンコンサートVol.41
0歳からのクラシックコンサート

振替公演振替公演

【南相馬市】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

【そ の 他】ローソンチケット　Lコード：２１９９９
　　　　　チ ケ ット ぴ あ　Pコード：２１７-５３９
　　　　　イ ー プ ラ ス　https://eplus.jp

「音楽の絵本」～フェアリーテール～

好評
発売中！

好評
発売中！

・ルスランとリュドミラ序曲
・わらの中の七面鳥
・踊ろう楽しいポーレチケ
・この素晴らしき世界
・「ピーターパン」よりユー・キャン・フライ ほか

＊ 演奏予定曲目 ＊

ⒸSUPERKIDS


