東京エレクトロン韮崎文化ホール
ル
EVENT INFORMATION

1月 22日(日)

大
ホール

最新のイベント情報をお届けします
大
ホール

開場13:00

開演14:00

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〜

トーク＆ナビゲーターに春風亭小朝さんを迎え、小原孝さんの
ピアノ、島田歌穂さんの歌、指揮
指揮･藤野浩一さん、おしゃべり音
楽館ポップスオーケストラの演奏で贈る、往年
の美しい映画音楽の数々をお楽しみください。
好評発売中

￥ 全席指定（税込）
一

般

春風亭小朝の楽しいトークコーナーや
小原孝の弾き語りコーナーもあります‼

(当日 3,000円)

1,500円

大
ホール

曲目
◆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 他(予定)

開演14:00

■宮部みゆき「小袖の手｣
■朱川 湊人「栞の恋｣

4,800円
©宮川安利

重要

未就学児入場不可
(託児可・３日前までに要申込)

高校生以下

1,000円

ロビーコンサート
エント
ランス

￥ 入場無料・
申込不要

12月 25日(日)

開場13:30

開演14:00

（約40分）

曲目

朗読劇といっても、ただ座って本を読む舞台ではありません。
道具や小道具、衣裳も付けていますし、ヘアメイクだって作品に
よって変えます。
白石加代子の「百物語」はワクワク、ドキドキ、時に恐怖に駆り
立て、時に笑わせ、時に心を締め付け、観客の心を縦横無尽に
揺さぶります 観客からの熱いラブコールを受け、アンコール
揺さぶります。
上演しているのが、今回お届けする２作です。

￥ 全席指定（税込）

2,000円

好評発売中

クリスマスにちなんだ名曲をサックスとピアノの演奏で
お楽しみください。

開場13:15

白石加代子「百物語」

開催
迫る！

開演15:30

すっげぇ1
創作劇「銀河鉄道の夜の夢」
韮崎市出身（旧･駒井村)、宮沢
賢治の生涯の友人とまで言われ
る保阪嘉内と宮沢賢治の物語。

一般

12月 4日(日)

開場15:00

やまなしステージ・アート・プロジェクト2022
「山梨やるじゃん すっげぇ舞台 2022」

￥ 全席指定（税込）

高校生以下

※宝くじの助成により、特別料金になっ
ております。
※前売で完売の場合、当日券の販売は
ありません。
※未就学児のご入場はご遠慮ください
（託児可･３日前までに要申込）

1月 15日(日)

すっげぇ2
バレエと和楽器の創作作品
｢響」partⅢ

2,500円

(当日 2,000円)

冬号
2022ｰ2023

･Let It Go
〜ありのままで〜

（松たか子）

･クリスマスイブ

（山下達郎）

ほか

サックス：松野 さおり

ピアノ：矢崎 宏美

……………………………………………………………
エント
ランス

2月 5日(日)

開場13:00

開演13:30（約30分）

フルートとピアノ
で奏でる軽やかな
コンサート。
曲目
･きらきら星変奏曲
･春待ちメドレー
ほか

フルート：江波戸 美和

ピアノ：丸山 久美

各催し共、開催にあたり感染症の拡大防止に十分配慮し、規模や内容を調整しておりますが、状況次第で中止または延期の可能性があります。
ご来館前に必ず、ホームページまたはお電話にて最新情報のご確認をお願いいたします。

当館の新型コロナウイルス感染症予防対策

ご来館のお客様へのお願い

●感染症拡大予防ガイドラインに沿って、定時消毒、換気、消毒液の設置、
定員削減など対策をとっております。

◆会館内ではマスクの着用、咳エチケット、手指の消毒にご協力をお願いいたします。

●会館主催の催しにご参加の際は ①マスク着用 ②氏名・電話番号の登録
③検温へのご協力をお願いいたします。

電話問合先

◆咳、発熱があるなど体調のすぐれない場合はご来場を
ご遠慮ください。

ဪੜبآפءםႝఞᇌँؐ՛ؠ

TEL
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0551-20-1155

Â

●37.5℃以上の発熱が確認された場合はご入場をご遠慮願います。

◆会館内では他人と十分な間隔をお取りください。
また大声での歓声、近距離での
会話はお控えください。
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******

イベントのご案内

******

みんなでフェスタ2022
〜３大プログラム ＆ バックステージツアー 〜

1月28日(土) 入場無料・事前応募制
展示室 10:50開場 11:00開演（約50分）

小ホール 13:30開場 14:00開演（約60分）

未就学児入場不可

対象：好奇心いっぱいの４才〜中学生と保護者

❸ 海上自衛隊横須賀音楽隊

30席限定（乳児は保護者膝上１名可）

❶

乳幼児

向け小劇場

ないしょ ないしょの
しっぽが ぽん！
※平土間に座ってのご観覧になります。

対象：劇場デビューしてみたい０才〜小学校低学年
とその保護者

４才のゆうのすけくん
が、ねむれない夜。タ
ヌキ寝入りをすると、
なんと、タヌキが現れ
て、ゆうのすけくんの
おしりに大きなしっぽ
がくっついた！
しっぽを元に戻すため
の大冒険が始まります。

郵便往復はがき で ご応募ください｡
応募期間

11月30日〜12月20日 必着

❷ コンサート＆ワークショップ
ヘンテコトラベル
「食器たちのウィンターパーティー」

定員10名

(電話か窓口でお申し
込みください)
ピアノ：泉 翔子
ヴァイオリン：川崎妃奈子
なおやマン＆しまアイ

左上/
左下/
右/

◆ １枚で２席まで可･応募多数の場合は抽選（座席を指定した入場整理券または落選通知)、
結果を１月13日頃までに郵送予定です。
■ 宛 先：〒407-0002 韮崎市藤井町坂井205 東京エレクトロン韮崎文化ホール
❶しっぽがぽん ❷ヘンテコトラベル ❸自衛隊コンサートのどれかを明記
往信用裏面：観覧希望者の郵便番号、住所、氏名、電話番号、必要席数（２席まで）
返信用表面：代表者郵便番号、住所、氏名
返信用裏面：白紙のままお送りください。
開場13:30

開演14:00

好評発売中

原作は「子どもが選ぶ！ 子どもの本総選挙」で2021年に
第１位に輝いた「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂｣。映画化・アニ
メ化もされた大人気の児童書です。そして2022年、つい
に人形劇化！どうぞご家族でご覧ください。当日はホール
内にだがし屋も開店します（午後1：00〜3：30予定)。

￥ 全席指定（税込）
般

[高校生以上]

子ども

2,500円

(当日3,000円）

1,000円

[3歳〜中学生] (当日1,500円）

フレンズ会員

2,200円

(当日2,700円）
だがし引換券１綴り付き

大
ホール

ᄇபଭ

2月 18日(土)

開場13:30

開演14:00

木山裕策と歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート 再演
！
決定

紅白出場歌手・木山裕策と、クラシック歌手
とピアノ・バイオリン奏者の男性４人で構成された実力派
人で構成された実力派
グループ「歌声カルテット」で贈る、全国各地で大好評の
昭和歌謡曲のコンサート。
昨年度公演で質の高い内
容から再度上演のご希望
が多数につき再演決定！

￥ 全席指定（税込）

2,000円

(当日 2,500円)
※膝上入場は無料。
座席が必要な場合はチケット
必要

※３歳未満は膝上１名無料。
お席が必要な場合は有料。

ſኴƐ

今年は人気の海上自衛隊横須賀音楽隊が
やってきます！

イベント終了後､
バックステージ
ツアーを開催

人形劇
「ふしぎ駄菓子屋
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」
銭天堂 」

一

ふれあいコンサート in 韮崎

食器たちを、光るランプや楽器に変身させ
ましょう！プロの音楽家の演奏もあるよ！

2月 11日(土・祝)

大
ホール

大ホール 16:30開場 17:00開演（約120分）
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発売日 フレンズ会員……………11月26日(土) 10時より

一般・オンライン発売 …12月 3日(土) 10時より
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