
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては催し物が中止又は延期となる場合がございます。

※2022 年 6 月 20 日現在の情報です。 公演によっては、 すでにチケットの販売や申込みの受付が終了し

　ている場合がございます。 最新の情報は文化会館 ・ 市民プラザのホームページをご覧いただくか、 電話

　等でお問合せください。

※さくらメイト会員の割引は浦安市文化会館 ・ 市民プラザの窓口で購入した場合のみ適用となります。

※主催者の都合により、 催し物の内容等が変更になる場合があります。

※主催者の希望により、 掲載していない公演もございます。

※文化会館、 市民プラザには専用の駐車場がございません。 ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

公益財団法人 うらやす財団

浦安市民プラザ
浦安市入船 1-4-1
イオンスタイル新浦安 4F

047-350-3101

浦安市文化会館

浦安市猫実 1-1-2

047-353-1121

公式ＨＰ 公式ＨＰ

第 2・第 4木曜休館 第 1・第 3水曜休館

浦安市文化会館・浦安市民プラザ公式 Instagraｍ

を始めました！公演情報や舞台裏まで楽しいコンテンツ

がいっぱい！気軽にフォローしてね！

配布にご協力頂いている施設

Pocket は上記の他に、 市内の公共施設などで配布しております。

配布にご協力頂ける店舗や施設等を随時募集しております。

ヒラキバレエスクール ℡047-381-2056 新浦安駅前　イオンスタイル新浦安西棟5F
フラワーショップ森田 ℡047-351-4522 堀江3-22-12
子育てサロン　ふらっと ℡047-720-2200 シンボルロード（明海5-7-8ドクターズベイG）
新浦安カルチャープラザ ℡047-355-7311 新浦安駅前プラザ　マーレ3F（入船1-2-1）
ファミリーマート　浦安海楽店 ℡047-304-6030 浦安市役所そば（海楽1-1-7）
セブンイレブン　堀江6丁目店 ℡047-350-6668 浦安郵便局そば（堀江6-1-45）
ｂ－ｓｔｉｌｅ（ビースティーレ） ℡047-304-8856 舞浜駅そば（舞浜2-46-6）
ヒノデ第一交通（タクシー車内） ℡047-328-4530 北栄4-11-61
浦安サンホテル ℡047-382-8811 東西線浦安駅そば（当代島1-19-13）
Ｊʼｚ　STUDIO　URAYASU ℡047-314-1010 当代島1-3-30　ビックウエスト浦安ビル4F
Studio　Faith　浦安校 ℡047-352-5747 当代島1-17-19　第二岡清ビル5F
ビッグママ ℡047-350-8005 北栄3-5-11
TSUTAYA　浦安さくら通り店 ℡047-381-8851 堀江1-35-17　岩田ビル
空、奏で　音楽教室 ℡047-718-9230 高洲1-16-24
浦安万華鏡 ℡047-304-4126 日の出７丁目３－１２
カラオケBanBan浦安やなぎ通り店 ℡047-321-6300 北栄4-2-1
SPA & HOTEL舞浜ユーラシア(ホテル) ℡047-351-4139 千鳥13-20
島村楽器 イオン新浦安店 ℡047-381-4011 新浦安駅前　イオン新浦安5F
ヤマハ音楽教室 新浦安センター ℡047-381-2052 新浦安駅前　イオンスタイル新浦安西棟5F
ニューコースト新浦安 ℡047-709-2733 明海4丁目1番1号

＜＜チケット好評発売中＞＞

ＵＲＡＹＡＳＵバリアフリーコンサートシリーズ Vol.2

8月17日（水）

浦安市文化会館　小ホール

開場 12:30　開演 13:00

木山裕策と歌声カルテットの

昭和の名曲コンサート

代表曲 「home」 で NHK 紅白歌合戦に出場した木山裕策が、 歌声カルテットを引き連れて

ピアノ、ヴァイオリンの演奏で昭和・平成を彩った数々の名曲をお届けします。

NEW

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ　　　

【料　    金】  一般前売 2,000 円 一般当日2,500 円　さくらメイト 1,800 円 

　　　　　　　  障がい者割引 1,800 円 ( 要証明書提示 )  ※全席自由

　　　　　　　　※3 歳未満膝上鑑賞無料

街角ライブ＆コミュニケーション

U スタイル vol．98

7月21日（木）

浦安市民プラザ 多目的ホール （大）

開場 18:30　開演 19:00

未就学児
OK

未就学児
OK

出演　とも （マジシャン）

【販売場所】  浦安市民プラザ ・浦安市文化会館　　　

【料　    金】  一 般 500 円　さくらメイト 400 円

※全席自由

販売中NEW

不思議の世界へようこそ。ミステリアスマジックワールド！

9月10日（土）
浦安市民プラザ 多目的ホール （小）

開場 13:30　開演 14:00

第 141 回 しんうら寄席

出演　隅田川 馬石 （すみだがわ ばせき）　他

令和 3 年度第 76 回文化庁芸術祭大衆芸能部門大賞受賞！

販売中

【販売場所】  浦安市民プラザ ・浦安市文化会館　　　

【料　    金】  一 般 2,000 円　さくらメイト 1,800 円

※全席指定

※未就学児入場不可

NEW

未就学児
OK

未就学児
OK

販売中

式町水晶 ヴァイオリンコンサート

（土）

浦安市民プラザ　多目的ホール （大）

7月23日 開場 13:00　開演 14:00

「すべての市民が文化 ・ 芸術にバリアを感じることなく楽しめる」

がコンセプトのコンサート！脳性麻痺を抱えるヴァイオリニスト式

町水晶が出演！

【販売場所】  浦安市民プラザ ・浦安市文化会館　　　

【料　    金】  一般前売 3,000 円 （一般当日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 （付添1名まで同額

　　　　　　　　　要証明書提示）  ※全席指定　※未就学児膝上鑑賞無料

未就学児
OK

未就学児
OK

販売中

ディズニー ・ オン ・クラシック
～まほうの夜の音楽会 2022

9月14日（水）

浦安市文化会館　大ホール

ディズニーの名曲の数々を、 オーケストラとヴォーカリストの

生演奏でお贈りする大人のための音楽会。

今年は 「塔の上のラプンツェル」 を全編フィーチャーします。

開場 18:00　開演 19:00

【発 売 日】  窓口販売　 7月 2日 （土）　10 時より

　　　　　　　  電話予約　 7月 3日 （日）　10 時より

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ ・ローソンチケット 他

【料　    金】  SS 席 12,000 円　S 席 8,900 円　A 席 7,600 円　

　　　　　　　　 さくらメイト S 席 8,400 円 ※全席指定 ※未就学児入場不可

　　　　　　　 ※お 1人様 4 枚までの購入制限有

浦安市文化会館／浦安市民プラザ イベント情報誌浦安市文化会館／浦安市民プラザ イベント情報誌
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TAKE FREE

2022 年 10 月 10 日 （月 ・ 祝）

開場 16 時 45 分　開演 17 時 30 分

浦安市文化会館 大ホール


