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チケットのお申し込み
藤沢市民会館
湘南台文化センター市民シアター

0466-23-2415
0466-45-1550

電話
で

http://www.f-mirai.jp/arts/ホームページ

お問い合せ

0466-28-1135
※情報掲載後、催物内容・時間等が変更になる場合があります＊チケット販売は9：00～17：00 （但し、発売日当日の電話予約は11：00から）

〒251-0026
神奈川県藤沢市鵠沼東8-1

保

存

版

柳家小三治

林家木久扇

松岡“matzz”高廣（Per）荒山諒（Ds）

瀬田川貴（B）

近藤芳正戸田恵子

佐山雅弘（Pf）寺井尚子（Vl）

シエナ・ウインド・オーケストラ

須川展也

西村悟（T）佐藤康子（S）

園田隆一郎

砂川涼子（S） 園田隆一郎村上敏明（T）

©富田眞光 

©Hikaru.☆ 

©加藤英弘
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藤沢フェスティバルバンド マッチ売りの少女 ３びきのこぶた

歌舞伎はかつて、家柄や血筋に関係なく、役者としての実
力があれば主役を演ずることができ気軽に鑑賞できる、ま
さに庶民の娯楽でありました。幼少より歌舞伎役者として
修業した者達が出演します。

’163/4㈮

Vol.1

3,500円
全席指定

 【昼の部】
午後2時開演 
【夜の部】
午後6時開演
12/10㈭発売

【藤沢市民会館小ホール】
毎年楽しみにして頂いている方
が非常に多く、小三治本人も藤沢
に来ることを楽しみにしていると
の事。完売必死。チケットはお早
めに……。

【藤沢市民会館大ホール】
夢よりも現実の中で必死に生きてきた男。夢など忘れ達成
感のない日々を過ごす青年。そんな２人が出会い、小さな
旅をはじめる。行く先々で巡りあう不思議な人々。男の妻、
娘、彼女たちの見つめる先には……。

落語鑑賞会（春）

5/30㈯
午後1時30分開演
好評発売中

Doris & Orega Paradise
Walk oN!～さぁ、新しい君に会いに行こう～

Ｓ：3,500円
Ａ：2,500円
全席指定

【藤沢市民会館大ホール】

’161/23㈯
午後3時開演
10/31㈯発売

’161/10㈰
午後6時開演
発売日未定

日本伝統芸能振興会グランド歌舞伎公演 
「応挙の幽霊」＆「棒しばり」

3,500円
全席指定

【藤沢市民会館小ホール】
演出、舞台美術、ダンス、音楽、殺陣……。
内へと圧縮された生命力！！これが、もう１つの『一遍』。

10/31㈯
午後3時開演
7/4㈯発売

午後3時開演
（予定）
6/13㈯発売

風雲かぼちゃの馬車
 「一遍 ～Dancing Monk Ippen～」

2,000円
全席自由

3,000円
全席指定

午後3時開演
（予定）
9/13㈰発売

3,000円
全席指定

【湘南台文化センター市民シアター】
12/20㈰
午後3時開演
9/6㈰発売

落語鑑賞会（冬）

3,200円
全席指定

【湘南台文化センター市民シアター】
時代背景は第二次大戦後、南北分断統治された仮想歴史
世界の日本。住民たちは概ね国境線などないように仲良く
行き来していた。1950 年のその日までは……。
人間の営みのバカバカしさや愛おしさを軽いタッチで描く。

劇団チョコレートケーキwithパンダ・ラ・コンチャン
「ラインの向こう（仮）」

料金未定

7,200円
全席指定
残席僅少

午後6時開演
好評発売中

7/5㈰

Ｓ：6,500円
Ａ：5,000円
全席指定

午後6時30分開演
好評発売中

Masayuki Suzuki
taste of martini tour 2015
Step 1.2.3
～Martini Dictionary～
【藤沢市民会館大ホール】

※湘南台市民シア
ターでのチケット販
売はありません。

7/31㈮ キエフ・クラシック・バレエ
「眠りの森の美女」全3幕
【藤沢市民会館大ホール】

一　般：2,000円
高校生以下：1,000円
全席指定

午後3時開演
5/31㈰発売

8/21㈮ 宝くじ文化公演
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
夏休みコンサート
 ～名作アニメを観ながら聴く名曲の数々～
【藤沢市民会館大ホール】

Ｓ：5,500円
Ａ：4,500円
全席指定

午後3時開演
5/17㈰発売

9/13㈰ ＮHK交響楽団
12人のチェリスト
【藤沢市民会館大ホール】

西村雅彦

12/12㈯
【藤沢市民会館大ホール】

Ｓ：3,500円
Ａ：2,500円
全席指定

午後4時開演
9/19㈯発売

寺井尚子クインテット
藤沢市出身で人気＆実力No.1ジャズ・ヴァイオリンの女
王 寺井尚子が、12年ぶりにメンバーを一新し、ますます
磨きがかかる優雅で情熱的な“JAZZ”をお届けします。

9/26㈯
【藤沢市民会館大ホール】

Ｓ：3,500円
Ａ：2,500円
全席指定

午後2時開演
6/21㈰発売

シエナ・ウインド・オーケストラ

出演

出演

寺井尚子（Vl）
佐山雅弘（Pf）
瀬田川貴（B）
荒山　諒（Ds）
松岡“matzz”高廣（Per）

作
天乃純
演出
西村雅彦 ／ 大木玉樹
出演
西村雅彦 ／ 石井智也
古原靖久 ／ 上地春奈
鈴木杏樹　ほか

出演
戸田恵子
近藤芳正　ほか

柳家小三治　ほか出演

「笑点」でお馴染みの林家木久扇
が登場。
木久扇の話芸をご堪能ください。

林家木久扇　ほか出演

指揮 小塚類
藤沢フェスティバルバンド

出演

演出 土井宏晃

指　揮 園田隆一郎園田隆一郎
出　演 佐藤康子（S）

西村悟（T）　ほか
佐藤康子（S）
西村悟（T）　ほか

演　出 粟國安彦粟國安彦
演出補 松本重孝松本重孝
振　付 立花寶山立花寶山

作 重信臣聡

出演 風雲かぼちゃの馬車

指揮　須川展也 ／ シエナ・ウインド・オーケストラ

出演 松井誠 ／ 菊月喜千壽　ほか

出演

曲目

指揮　竹本泰蔵
CHIAKI（Pf）
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
「トムとジェリー」より“星の音楽会” ほか

出　演 キエフ・クラシック・バレエ団
ゲスト エレーナ・フィリピエワ

ミキタ・スホルコフ(キエフ・バレエ)

出演 鈴木雅之

チケット販売所：
藤沢市民会館

出演
曲目

NHK交響楽団チェリスト
ビートルズ　三枝成彰編曲
イエスタデイ／ヘイ・ジュード
J・クレンゲル「賛歌」　ほか

曲目

曲目

B：4,500円B：4,500円
A：6,500円A：6,500円
S：8,500円S：8,500円

【藤沢市民会館大ホール】【藤沢市民会館大ホール】
午後2時開演午後2時開演

「蝶々夫人(全2幕)」「蝶々夫人(全2幕)」藤原歌劇団
G・プッチーニ

【原語上演・字幕付】

園田隆一郎藤沢市民オペラ
芸術監督就任記念公演

11/8㈰
発売
11/8㈰
発売

（全席指定）（全席指定）

2016年2016年2/27㈯2/27㈯
【湘南台文化センター市民シアター】

9/20㈰
Vol.2
’161/17㈰

園田隆一郎の 市民オペラ芸術監督に就任
した「園田隆一郎」が、様々な
角度からオペラの楽しみ方
をご紹介します。

「オペラを100倍楽しむ方法」

スペイン
リベルタンゴ2015
ブルー・ボッサ 
ほか

鈴木杏樹

藤沢市民オペラ
ソリストオーディション
開　催

藤沢市民オペラ
ソリストオーディション
開　催

2017年の藤沢市民オペラ開催
にあたり、2016年3月にソリスト
のオーディションを行います。

3/1㈫ 2㈬ 3㈭

藤沢市民会館大ホール

11/19㈰ 23（木・祝）
25㈯ 26㈰

2016年

2017年

※詳細は後日発表

各午後2時開演

オーディション（予定）

公演日（予定）

会　場

共催：神奈川県・（一財）自治総合センター
共催：ＫＭミュージック

共催：茅ヶ崎市楽友協会
共催：茅ヶ崎市楽友協会

7/1㈬

～

’162/3㈬
午前11時30分開演
入場券は開演
30分前から販売
（前売りなし）

会場内で、生演奏の素晴らしさをお子様と一緒に体感して
ください。

ワンコインコンサート（全5回）
0歳児から楽しめるコンサート
【藤沢市民会館小ホール】

500円
※出演者調整中

Vol.1　7/1㈬ 
Vol.2　9/2㈬
Vol.3　10/7㈬
Vol.4　12/2㈬
Vol.5　2016年2/3㈬ 未就学児無料

自由席

開催日 2016年3/8㈫・11㈮・13㈰・17㈭・20㈰・21（月・祝）
参加費 一般6,000円 高校生3,000円

「シェイクスピアの言葉の森で
　 新しい自分を見つけよう！表現しよう！」

募集期間 2016年1月予定

ファミリーコンサート
 「藤沢フェスティバルバンドコンサート」

講師に演出家であり劇団俳優座所属の宮崎真子先生を迎え、シェイク
スピアの戯曲をテキストに、さまざまな演出でワークショップを展開。
最終日には舞台上で本番さながらの公演形式による発表を行います。

演劇ワークショップ

【湘南台文化センター市民シアター】

みらいこどもフェスタ2015
【湘南台文化センター市民シアター】

このコンサートのために結成されました。
見て聴いて、親子でお楽しみください。

劇団東少
出演

ファミリーミュージカル
「マッチ売りの少女」「３びきのこぶた」
大迫力の歌と踊り、劇団東少が親子で
楽しめるミュージカルをお届けします。

5/4（月・祝） 5/5（火・祝）

次回藤沢市民オペラの芸術監督に就任した新進
気鋭のマエストロ園田隆一郎のお披露目公演。
お馴染みのオペラ「蝶々夫人」をお届けします。

次回藤沢市民オペラの芸術監督に就任した新進
気鋭のマエストロ園田隆一郎のお披露目公演。
お馴染みのオペラ「蝶々夫人」をお届けします。

いずれも午後3時開演
無料（全席自由）先着600人

※演奏は特別録音音源を使用します。

※本公演は未就学児とその親（付き添いの大人）を対象としていますので、お子様連れ以外の方の入場はご遠慮ください。

未定曲 目 未定曲 目

出 演 砂川涼子（S）
村上敏明（T）
園田隆一郎（Pf・司会）

出 演 園田隆一郎
ほか

真島俊夫：シーガル～アルト・サクソフォンと
　　　　 吹奏楽のためのバラード～
エレビー：シナモンコンチェルト
長 生 淳：パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド
リ ー ド：アルメニアン・ダンス　パートⅠ   ほか


