
第 33 回ひまわり会歌謡教室発表会

8 月 29 日（日） 

開場 12：30　開演 13：00　入場無料

問合せ先　浦安市ひとり親家庭福祉会　醍醐様

　　　　　TEL & FAX：047-319-7656

親子で楽しむお金の勉強会「おみせやさんごっこ」

8 月 7 日（土） 

1 回目　開場 10：15　開演 10：30　

2 回目　開場 13：45　開演 14：00　

参加費：１家族につき 1,000 円

問合せ先　キッズマネースクールレインボー校 佐藤様

TEL ：090-5543-8549　MAIL：kidsmoneyschool.rainbow@gmail.com

今月は掲載の希望がありませんでした。

■浦安市文化会館

■浦安市民プラザ

今月は掲載の希望がありませんでした。

今月は掲載の希望がありませんでした。

市民ギャラリー

多目的ホール （小）

小ホール

大ホール

※お客様同士の距離を十分に確保するため、座席には限りがございます。

（月）

浦安市文化会館

8月30日

12:40 ～ 13:10

１階グランドロビー

観覧無料第 68 回 ぽっと楽コンサート 

第 69 回 ぽっと楽コンサート 

未就学児
OK

未就学児
OK

オールロシアプログラムでお届けします

（火）

浦安市文化会館

9月28日

12:40 ～ 13:10

１階グランドロビー

……………………………………………

演奏予定曲：バラキレフ/東洋風幻想曲 「イスラメイ」

　　　　　　　　　ラフマニノフ/ピアノソナタ第2番　          他

出演　岸谷香

柳家さん喬 一門会

10月11日（月）

浦安市文化会館　大ホール

1回目　開場 13:30  開演 14:00

2回目　開場 18:00  開演 18:30

出演

NEW

【販 売 日】  窓口販売　8 月2日 （月）　午前 10 時より

　　　　　　　 電話予約　8 月3日 （火）　午前 10 時より

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ ・チケットぴあ　　　
【料　    金】  一 般前売 4,000 円　さくらメイト 3,600 円　

　　　　　　　 ※全席指定 ※未就学児入場不可

柳家さん喬 柳家喬太郎 他

羽ばたけ！若い音楽家　
URAYASU ピュアクラシックコンサート
with 千葉県立幕張総合高等学校 シンフォニックオーケストラ部

9月26日（日）

浦安市文化会館　大ホール

1回目　開場 10:45  開演 11:30

2回目　開場 14:45  開演 15:30

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ ・eplus( イープラス )　　　

【料　    金】  一 般前売 1,200 円 （当日1,500 円） 大学生以下 800 円　

　　　　　　　さくらメイト 1,000 円　※未就学児入場不可

出演

演奏予定曲： ロドリーゴ/アランフェス協奏曲　

　　　　　　　　　ボッケリーニ/ファンダンゴ　　　

　　　　　　　　　ビゼー/歌劇 「カルメン」 より前奏曲、 ジプシーの踊り  他

　　　　　　　　　【オール・スペイン・プログラムでお届けします】

岡本拓也
（ギター）

千葉県立幕張総合高等学校
シンフォニックオーケストラ部

岡本拓也 （ギター）、 加藤小百合 （ヴァイオリン）、 市川友佳子 （ヴィオラ）、

清水ちひろ （ヴァイオリン）、 市川友佳子 （ヴィオラ）、 印田陽介 （チェロ）、

鈴木舞・鈴木千琴 （フラメンコ/カスタネット）、 栗林美智瑠 （カルメン）、

南山光徳 （ダンサー）、 千葉県立幕張総合高等学校シンフォニックオーケストラ部

販売中

出演　桐榮哲也 （ピアノ）

出演　石神誠(ギター,ウクレレ)

栗林美智瑠
（カルメン）

URAYASU バリアフリーコンサートシリーズ

式町水晶 ヴァイオリンコンサート
NEW

10月3日（日）

開場 13:00　開演 14:00

【販 売 日】  窓口販売　8 月21日 （土）　午前 10 時より

　　　　　　　 電話予約　8 月22日 （日）　午前 10 時より

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ　　　
【料　    金】  一 般前売 3,000 円 （当日3,500 円） 高校生以下 1,500 円　

　　　　　　　  さくらメイト 2,500 円　障がい者割引 2,000 円

　　　　　　　 ※全席指定 ※未就学児膝上鑑賞無料

【第1部　講　   演 】　式町啓子 （講師）

【第2部  コンサート 】　式町水晶 （ヴァイオリン）

　　　　　　　　　　　　 石神 誠 （ギター）

　　　　　　　　　　　　 橋本慎一 （ベース）

　　　　　　　　　　　　 松尾佳奈 （ピアノ）

　　　　　　　　　　　　 小山大凱 （パーカッション）

未就学児
OK

未就学児
OK

出演

式町水晶

（ヴァイオリン）

浦安市民プラザ 多目的ホール （大）

「すべての市民が文化・芸術をバリアを感じることなく楽しむことができる」

をテーマとしたコンサートシリーズが始まります！

脳性麻痺のポップヴァイオリニスト式町水晶氏と浦安市民アーティストの共演！

式町母子のこれまでの奮闘を記録した自叙伝を出版した母、 啓子氏の講演会も開催します。

10月24日（日）
開場 16：00　開演 16：30

未就学児
OK

未就学児
OKNEW

昭和 ・ 平成 ・ 令和と駆け抜けて来た岸谷香の楽曲たち

プリンセスプリンセス 「M」 「Diamonds」 ほかを

ピアノとアコースティックギターでお届けします。

KAORI PARADISE 2021

浦安市文化会館　大ホール

【販 売 日】  窓口販売　8 月6日 （金）　午前 10 時より

　　　　　　　 電話予約　8 月7日 （土）　午前 10 時より

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ　　　
【料　    金】  一 般前売 6,000 円　さくらメイト 5,500 円　

　　　　　　　 中学生以下 一般 ・ さくらメイト価格より1,000 円割引

               ※全席指定 ※2 歳以下膝上 1 名まで無料

中止


