
（ゆめはっとホームページ）

（ゆめはっとホームページ）

8月 …２日・９日・１６日・2３日・３０日 9月 …６日・１３日・２０日・２７日休館日のお知らせ（原則火曜休館）

3日（土）
17:00
4日（日）
16:00
午前の部
1０:00
午後の部
1４:３0

※7月10日現在の情報をもとに制作しています。

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】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：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
※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

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8月5日(金)9:00～10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(8/6)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8月12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(8/13)9:00より(残券がある場合のみ）

8月より
予約開始!

「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

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。

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６月３０日現在の情報です。８月・９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１７:００８/１１（木・祝） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763完売大ホール

（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

全席指定
午前の部500円
午後の部500円

9/11（日）
ゆめはっとハワイアンフェスティバル
実行委員会
0244-25-276１（ゆめはっと）

○大ホール 第６回　ゆめはっとハワイアンフェスティバル

関係者のみ　9/１８（日） 南相馬市民文化会館
0244-25-2763　大ホール

（主催事業） 第17回　ゆめはっとまつり

全席自由
一般1,000円

中学生以下無料
当日 500円増

10:009/２５（日） 相馬流れ山全国大会実行委員会
0244-22-2114　大ホール 第30回　相馬流れ山全国大会

２面に掲載9/3（土）
・4（日）

ノースロードミュージック
022-256-1000

（月・水・金　11:00～16:00）
※祝祭日を除く

　大ホール
（共催事業） 「時代は変わるぜよ!!」どんだけ～

ケツメイシ KTM TOUR 2022 20th Anniversary

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。

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

第１7回 ゆめはっとまつり 
大ホールステージ 参加者大募集！

毎年恒例のゆめはっとまつり。昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により残念ながら中
止となってしまいましたが、今年度も未だ新型コロナの影響が払拭されていない状況であること
から、催事の規模を縮小し、大ホールのみでの開催となります。
今年度も、昨年度に開催できなかった内容を引き継ぎ、大ホールのステージで踊ってみたい方を
募集します！

参加者募集について

第１7回 ゆめはっとまつり 
大ホールステージ 参加者大募集！
第１7回 ゆめはっとまつり 
大ホールステージ 参加者大募集！

参加者募集について
■対　　象　３歳以上。相双地域にお住まいの方。
■募集人数　10組（１組：演者・同行者含め最大10名まで）
　　　　　　※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
■募集時間枠　①午前の部　10：00～12：00（５組）
　　　　　　②午後の部　13：00～15：00（５組）
　　　　　　※出演順・出演時間の指定はできません。
■割当時間　１組15分以内（リハーサル、入退場を含む）
■参 加 料　無料
■参加条件　
　・小学校３年生以下は保護者同伴でお願いします。
　　未成年者の応募の場合は保護者の同意が必要となります。
　・音源CDをご用意ください。CD以外の媒体は要相談。
　・発表会および営業目的としてのご利用はご遠慮ください。
　　団体ではなく、あくまで個人でのお申込が対象となります。
　・細やかな演出につきましては対応いたしかねますのでご了承ください。

■そ の 他　感染症対策のため、無観客での開催となります。
■募集期間　2022年８月３日（水）～８月17日（水）
■応募方法　参加申込書に必要事項をご記入の上、下記の送り

先に郵送またはＦＡＸにてお送りいただくか、会
館窓口に直接お持ちください。（応募用紙は会館
ホームページよりダウンロードまたは直接ご来館
の上お受け取りください）

■お問合せ　事業係　TEL：0244-25-2763（原則火曜休）

　主催：（公財）南相馬市文化振興事業団　後援：南相馬市

■時　間　午前の部　10：00～12：00／午後の部　13：00～15：00
■内　容　ダンス・舞踊全般
　　　　　※ステージ床にマット（リノリウム）を敷くため踊りの種類によっては踊りにくい場合がございます。
■入　場　参加者および関係者　
　　　　　※客席は使用しません。（客席の一部を撮影用エリアとして開放予定）

〒975-0008　南相馬市原町区本町2-28-1
（公財）南相馬市文化振興事業団　宛　
FAX：0244-25-2765

大ホール
（無観客）

（日）
2022

9/18

◇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.211

20228
2022/8/１

－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

2022/８/12022/８/1

－３－－2－

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

共催事業共催事業

残席情報

◎
１階

残席情報

僅少 ◎
１階 ２階

（公演詳細）

（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

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

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！

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

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！

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！

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】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

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/

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～

笑輪の笑い ～Born ready達～ 
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！

完売
御礼！

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

時　　間

チケット 全席指定　友の会会員 7,000円
　　　　　一　　　般 7,500円
※未就学児入場不可
※入場特典付き（入場特典のお渡しは当日会場のみとなります。
　ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応は
　お受けできません。あらかじめご了承ください。）
※ご来場前に公式サイトなどで最新の注意事項を必ずご確認ください。
※開場・開演時間は変更の場合がございます。それに伴うチケット代・
　交通費等の払戻しは行いません。
※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：（株）ノースロード・ミュージック　　共催：（公財）南相馬市文化振興事業団
後援：avex music creative inc.

プレイガイド ローソンチケット ※ｗeb受付のみ

お問合せ ノースロードミュージック
TEL：022-256-1000（月・水・金 ※祝祭日除く 11:00～16:00）

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

9/3  ・4（土） （日）

大ホール

2022

10/1  ・2（土） （日）

時　　間

チケット 全席指定　S席 11,000円　A席  9,000円
※4歳以上チケット必要　※3歳以下入場不可

3日（土）開演 17:00　4日（日）開演 16:00

ケツメイシ KTM TOUR 2022 20th Anniversary
「時代は変わるぜよ!!」どんだけ～ 「時代は変わるぜよ!!」どんだけ～ 

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


