
■浦安市民プラザ
多目的ホール （大）

多目的ホール （小）

大ホール

市民ギャラリー 3

今後、公演中止の可能性もあります。
開催については主催者に問合せ下さい。

小ホール

掲載希望はありませんでした。

浦安男声合唱団 40 周年記念・第 15 回定期演奏会

7 月 3 日（日）13：15 開場 14：00 開演 16：30 終演予定  

無料 全席自由 ※ご入場には入場券が必要

問合せ先 野宮様 TEL：090-3478-5337 MAIL：y_nomiya@nifty.com

掲載希望はありませんでした。

パッチワークキルト展

7 月 28 日（木）, 29 日（金）10：00 ～ 19：00

7 月 30 日（土）　10：00 ～ 18：00

入場無料　問合せ先 妹尾様 TEL&FAX：047-354-3716

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ　

【料　    金】  一般前売　1,000 円 （一般当日1,200 円） 大学生以下 500 円　

　　　　　　　　さくらメイト 800 円　※全席自由　※未就学児入場不可

羽ばたけ！若い音楽家 第 44 回

URAYASU ピュアクラシックコンサート

（土）

浦安市文化会館　小ホール

8月27日
開場 13:30　開演 14:00

ピアノ、 ギター＆ヴァイオリンデュオの午後♪

観覧無料第 76 回 ぽっと楽コンサート 
未就学児

OK
未就学児

OK

（金）

浦安市文化会館

7月8日 12:40 ～ 13:10

１階グランドロビー

出演　沼田 樹奈(ヴァイオリン)　ピアノ：吉田奈生

文化会館グランドロビーで開催する無料コンサート！

誰もが知ってる名曲をヴァイオリンで奏でます♪

演奏予定曲  

葉加瀬太郎：Another Sky

ピアソラ：リベルタンゴ

ガーシュイン：アイ・ガット・リズム　他

NEW

※観覧を希望される方は当日会場にお越しください。 お座席には限りがあります。

販売中

8月9日　　　 、 10日　　
　  

（火） （水）

（木・祝）

対　　　象　
参 加 費
参加条件
持  ち  物
参加定員　

応募方法 

※応募多数の場合は抽選

：小学 3 年生から高校生までの弦楽器初心者
：無料
：3日間参加できる方
：飲み物、 筆記用具
：【ヴァイオリン】 初心者 40 名 （20 名×２クラス）
　【ヴィオラ】 初心者 10 名 （5 名×２クラス）
　【チェロ】 初心者 16 名 （8 名×２クラス）
　【コントラバス】 初心者 10 名 （5 名×２クラス） 合計 76 名
：7 月15日 （金） までに文化会館 ・市民プラザ ・市内公民館で
　配布しているチラシ裏面 （HP からダウンロード可） の申込書
　に必要事項を記入の上、 文化会館まで FAX もしくは持参。
　

① 初心者 午前 A クラス　10 時～ 12 時

② 初心者 午後 B クラス　13 時 30 分～ 15 時 30 分

初心者向けの弦楽器体験会の参加者を募集します。
2 日間のワークショップ、 最終日に成果発表会を行います。

8月11日 成果発表会 10 時～ 13 時 30 分予定 （リハーサル含む）

浦安市文化会館　大ホール、 小ホール、 リハーサル室

楽器は貸し出します！

気軽に参加してね

参加者大募集

うらやす弦楽器体験会 2022

弦楽器ワークショップ

NEW劇団四季　ロボット ・イン ・ザ ・ガーデン

10月10日（月・祝）

浦安市文化会館　大ホール

ロボットと出逢って、 世界が再び輝き出す - 優しさあふれる

劇団四季オリジナルミュージカル

開場 16:45  開演 17:30

撮影 ： 阿部章仁

【発 売 日】  さくらメイト先行窓口販売　 7月 15日 （金） 10 時より

　　　　　　　  さくらメイト先行電話予約　 7月 15日 （金） 14 時より

　　　　　　　　一般窓口販売　 7月 16日 （土） 10 時より

　　　　　　　  一般電話予約　 7月 16日 （土） 14 時より

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ 他

【料　    金】  S 席 9,900 円　A 席 6,600 円　B 席 3,300 円　

　　　　　　　 さくらメイト S 席 9,400 円　※全席指定 

　　　　　　　 ※3 歳以上有料 （膝上観劇不可） 3 歳未満入場不可

学生のための

舞台技術セミナー

対　　　象　

参 加 費

参加条件

持  ち  物

参加定員　

募集期間 

応募方法 

高校生、 大学生、 専門学生向けの照明、 音響、 舞台のお仕事体験セミナー

文化会館のホールスタッフが丁寧にわかりやすく教えます！

セミナーの様子

： 高校生、 大学生、 専門学生
：無料

：2日間参加できる方

：飲み物、 昼食

：12 名 （先着順）

：7 月15日 （金） から定員になるまで

：文化会館 ・市民プラザ ・市内公民館で配布している申込書を

　文化会館まで電話、 FAX、 持参もしくは郵送または文化会館 HP の

　お問合せフォームに申込書の必要事項を入力して申込

参 加 者 募 集

8月23日（火）

8月24日（水）

参加時間   10:00 ～16:00

浦安市文化会館　小ホール

学生が舞台の仕事

を学べるチャンス

浦安市文化会館バックステージツアー２０２２

参 加 者 募 集

8月 4日（木）

8月 5日（金）

 ① 9:30 ～ 12:15  ② 13:30 ～ 16:15

 ① 9:30 ～ 12:15

浦安市文化会館　大ホール

対　　　象　

参 加 費

参加定員　

募集期間

応募方法

：市内在住の小学 3 年生～中学生

：1名につき 500 円 （資料代として、 当日支払）

：各回 21名 （応募多数の場合は抽選）

：7 月1日 （金） ～ 7 月10日 （日） 21時締切

：microsoft forms より必要事項を入力して応募。 QR コードを読み込むか

　右サイトアドレスより申込 → https://forms.office.com/r/RQr1LWYyMJ 
　

普段は入れないホールの裏側を大冒険！
キッズスタッフになって舞台のお仕事を体験しよう！

”咲む”上映会

7 月 2 日（土） ①10：00 開場 10：30 開演 ②13：30 開場 14：00 開演  

有料 全席自由 小中学生 500 円 高校生以上 1,200 円

問合せ先 野坂様 TEL：090-9015-4315 FAX：047ｰ352-2617 

　　　　　　　　MAIL：urayasudeaf.office@gmail.com

ショッコランのファミリーコンサート

7 月 23 日（土） ①10：00 開場 10：30 開演 12：20 終演

　　　　　　　 ②14：30 開場 15：00 開演 16：50 終演  

有料 全席指定 おとな 前売 1,000 円 当日 1,200 円 こども前売 800 円 当日 1,000 円

　　　　　　  親子ペア 1,500 円 3 歳以下無料

問合せ先 鳥居様 TEL：080-5453-3704 MAIL：shokran@shokranran.net

☝QR コードからアクセス !!

お申込専用フォーム

　 出演　大村芽衣 （ヴァイオリン） , 岡本拓也 （ギター） , 大串聡覧 （ピアノ）　

未就学児
OK

未就学児
OKNEWよしもとお笑いライブ in 浦安 2022

9月9日 （金）

浦安市文化会館　大ホール

開場 18:00  開演 19:00

【発 売 日】  さくらメイト先行窓口販売　 7月 7日 （木） 10 時より

　　　　　　　  さくらメイト先行電話予約　 7月 7日 （木） 14 時より

　　　　　　　　一般窓口販売　 7月 9日 （土） 10 時より

　　　　　　　  一般電話予約　 7月 9日 （土） 14 時より

【販売場所】  浦安市文化会館 ・浦安市民プラザ　他

【料　    金】  一般前売4,000円 一般当日4,500円 さくらメイト3,600円(前売のみ)

　　　　　　　 ※全席指定　※5 歳以上有料　4 歳以下膝上無料 （席が必要な場合は有料）

出演 タカアンドトシ、 とろサーモン、 ダイアン、 トレンディエンジェル、
インディアンス、 ゆにばーす、 オズワルド　他

※出演者は予告なく変更となる場合がございます

テレビでおなじみ大人気のよしもとお笑い芸人が浦安に一斉集合！爆笑必須！


