
芸術文化事業課

イベントニュース 2019 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
Tel.0466-28-1135
Fax.0466-25-1525

※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

後期

音 楽 演 劇

共 催

親 子

オ ペ ラ

アルビーナ
石田滉

©FUKAYA Yoshinobu

セラーノ
渡辺康

ナビゲーター
朝岡聡

管弦楽

合  唱

藤沢市民交響楽団

合唱指揮 浅野深雪

藤沢市合唱連盟

Ａ 券：4,500円
Ｃ 券：2,000円

Ｓ 券：5,500円
Ｂ 券：3,000円
Ｕ-25：1,000円

チケット発売中（全席指定）

※U-25はA・B・C席のみ

【藤沢市民会館小ホール】
3,000円（全席指定）

園田隆一郎の

オペラを100倍楽しむ方法

10/12土

12月1日に上演する
『湖上の美人』の聴きど
ころを実演付きで解説。
その他にもベルカント
時代の名曲など盛りだ
くさん。華麗なコロラ
トゥーラと輝かしい超
高音、炸裂する声の火
花をお楽しみ下さい！

出 演 森谷真理（ソプラノ）、小堀勇介（テノール）、
山本康寛（テノール）、園田隆一郎（ピアノ・お話）

出 演 砂川涼子（ソプラノ）
林美智子（メゾソプラノ）
園田隆一郎（ピアノ・お話）

©Fabio Parenzan

園田隆一郎

Vol.9

Vol.10

発売中
～優しい愛の炎よ～
　  『湖上の美人』直前スペシャル

砂川涼子

11/2㈯発売
2/8土
2020

小堀勇介 山本康寛森谷真理
©武藤章

林美智子
©toru hiraiwa

各回とも
午後３時開演

宮崎真子演劇ワークショップ
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！
【湘南台文化センター市民シアター】

参加費 一般：6,000円 高校生：3,000円（全6回）
2020年1月7日㈫～2月18日㈫募集期間

開催日 2020年 3/10㈫、12㈭、13㈮、19㈭、20（金・祝）、21㈯
講　師 宮崎真子（演出家・劇団俳優座所属）

【藤沢市民会館小ホール】午後2時開演
12/7㈯発売

3,000円
全席指定

髙橋絵里（S）
岡田尚之（T）
岸浪愛学（T）
岡昭宏（Br）
谷池重紬子（Pf）
※予定

ピアニスト谷池重紬子が、日本オペラ界の新星を、
楽しいトークを交えご紹介します。

出演

’20 3/1㈰

岡昭宏岸浪愛学 谷池重紬子

若手ソリストガラ・コンサート 野村万作・野村萬斎 「藤沢狂言会」
【藤沢市民会館大ホール】午後2時開演

11/24㈰発売

Ｓ席：4,000円
Ａ席：3,000円
Ｂ席：2,000円
2階体験席　 
　　：1,000円

全席指定 野村万作、野村萬斎 ほか出演

’20 2/22㈯

野村万作 野村萬斎

芸歴80年を超えた
人間国宝･野村万作
を筆頭に、舞台のみ
ならず映像などに
幅広く活躍する野村
萬斎ら一門による
狂言会。

狂言 萩大名、悪太郎 ほか演目

※写真は他公演時のもの

世界中で愛されている「青い
鳥」を再編成する舞台。作品
に描かれるさまざまな国で
の出会いと別れを通して、生
と死、喜びと悲しみなど普遍
的なテーマを詩的で豊かな
イメージで伝えていきます。

演劇集団円 「青い鳥」
【湘南台文化センター市民シアター】午後2時開演

10/5㈯発売

一  般：3,500円
中学生以下：1,500円

全席指定
未就学児入場可

モーリス・メーテルリンク原作
阿部初美演出 演劇集団円 ほか出演

’20 1/11㈯

※３歳以上チケット必要。２歳以下膝上無料、座席が必要な場合は有料。

柳家小三治

「落語鑑賞会」
【藤沢市民会館大ホール】午後2時開演

12/17㈫発売

3,500円
全席指定 柳家小三治 ほか出演

’20 3/20（金・祝）

人間国宝「柳家小三治」の話
芸を藤沢市民会館大ホール
で存分にお楽しみください!!

布施明
AKIRA FUSE LIVE 2019-2020
il Piccolo Paradiso
～小さなパラダイス～
【藤沢市民会館大ホール】

午後5時30分開演
発売中

一般：6,800円
小中学生：1,000円

全席指定

布施明出演

主催：東京労音府中センター

11/10㈰

宝くじ文化公演
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
【藤沢市民会館大ホール】

時間未定
発売日12月頃

料金未定
全席指定

指揮：熊倉優
管弦楽：神奈川フィルハーモニー ほか

出演

主催：藤沢市、神奈川県、（一財）自治総合センター

’20 3/14㈯

～笑顔あふれるみらいを応援します～
（公財）藤沢市みらい創造財団賛助会員募集のご案内

当財団では、設立目的や実施事業にご賛同いただける方を対象に、賛助会員を募集しています。ご支援いただきました賛
助金（会費）は、青少年健全育成、スポーツ・芸術文化の普及・振興を目的とした事業運営に活用させていただきます。
※個人会員の場合、年会費は1口1,000円で2口から。また、会員の方には各種特典をご用意しております。詳しくは（公財）
藤沢市みらい創造財団までお問い合せください。

藤沢市民オペラ芸術監督の園田隆一郎が、日本を
代表するオペラ歌手をゲストに招き、美しい歌声と、
様々な角度からオペラの解説を交えた楽しいトー
クをお届けします。オペラファンの方はもちろん、
はじめてオペラを観る方にもオススメです！

藤沢市民オペラ制作委員会　制作
藤沢市民オペラ2018-2020シーズン　芸術監督　園田隆一郎

G.ロッシーニ
La donna del lago

演奏会形式
全2幕（原語上演・字幕付き）

初演から200年、充実のキャストで日本初演！
『セミラーミデ』に続く

藤沢ロッシーニ・シリーズ第2弾

初演から200年、充実のキャストで日本初演！
『セミラーミデ』に続く

藤沢ロッシーニ・シリーズ第2弾

12月1日日
2019

14：00開演
13：30開場

藤沢市民会館大ホール

藤沢にゆかりのある音楽家たち 2019
チェロとピアノが織りなす創造的対話

堤剛（Vc）、小菅優（Pf）
出演

小菅優

©Marco Borggreve©鍋島徳恭

堤剛

午後3時開演
発売中

S席：4,000円
A席：3,000円

U-25：各券
1,000円引き

全席指定

’20 1/26㈰

ベートーヴェン：
チェロ・ソナタ第4番
ハ長調 Op．102-1
メンデルスゾーン：
チェロ・ソナタ第2番
ニ長調 Op．58 ほか

曲目

【藤沢市民会館大ホール】

・みんなで歌おう　・うたってあそぼう
・ともとものガラクタ音楽会　 ・みんなで歌おう、大合唱！

第２１回藤沢市親子ふれあいコンサート
【藤沢市民会館大ホール】

千葉佑、ガラクタ音楽会 山口とも
藤沢市音楽家協会 ほか

出演

12/15㈰
入場無料（全席自由）

主催・問合せ：
（公財）藤沢市みらい創造財団
青少年事業課
tel.0466-25-5215 fax.0466-28-9567

午後2時開演

千葉佑 山口とも

客席からみんなで合唱！手あそび歌やガラクタ楽器を楽しんで、最後
はステージに上がって大合唱！0才の赤ちゃんから、ご家族みなさん
でお越しください。

省略記号　Vc：チェロ　Pf：ピアノ　S：ソプラノ　T：テノール　Br：バリトン　Ob：オーボエ　Fl：フルート　Vo：ヴォーカル　Gt：ギター

指揮
園田隆一郎

©Fabio Parenzan

ダグラス
妻屋秀和

ロドリーゴ
小堀勇介

ウベルト
山本康寛

マルコム
中島郁子

エレナ
森谷真理

©武藤章

ワンコイン・コンサート2019

未就学児無料
全席自由500円

入場券は開演30分前から販売
（前売券の販売はなし）

各回
午前11時開演

0歳児から楽しめるコンサート。今年は、湘南台の市
民シアターでも開催します。生演奏の素晴らしさをぜ
ひお子様と一緒に体感してください。

【藤沢市民会館小ホール】10/2㈬

音楽の入口へようこそ！
フルート、オーボエ、歌、ピアノで奏でる心のうた

【藤沢市民会館小ホール】11/7㈭

ヴォーカル＆ギター・ピアノDuo

【湘南台文化センター市民シアター】12/11㈬

内容：未定

【藤沢市民会館小ホール】2020年1/9㈭

内容：日本の楽器と舞

【藤沢市民会館小ホール】2020年3/4㈬
内容：アイリッシュハープ

Vol.3

Vol.4

Vol.5

Vol.6

Vol.7

Coccolo（吉田薫（Ob）、橋本菜津希（Fl）、井上茉衣（Pf））　出演
音楽絵本「とんねるをぬけると」／片山健（作・絵）福音館書店 ほか曲目

池田祐見子（Vo)、小島光（Ｇｔ）、小島珠香（Ｐｆ）出演

※なお、本公演は未就学児とその保護者が対象ですので、お子様連れ以外のご入場はご遠慮ください。


