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催し物案内

足利市民会館 ☎0284-41-2121／足利市民プラザ ☎0284-72-8511

市民プラザ開館３５周年記念事業

第３４回洋舞フェスティバル

第１８回
市民会館

指揮：渡邊一正

市内外で活動するジャズダンス・
ヒップホップダンスなどの団体の発表

3/5 ㈰

ヴァイオリン：千住真理子

曲 ：メンデルスゾーン作曲 ヴァイオリン協奏曲ホ短調
ベートーヴェン作曲 交響曲第７番イ長調 ほか

【キッズ＆ジュニアの部】：パート１〜４
【一般の部】（高校生以上・社会人）：パート 5、6
パート１：午前 9 時 30 分〜
パート２：午後 1 時 30 分〜
パート３：午後 5 時 30 分〜

ＮＨＫ交響楽団定期公演

3/12 ㈰

パート４：午前 9 時 30 分〜
パート５：午後 1 時 30 分〜
パート６：午後 5 時 30 分〜

■全席自由 600円（パート別に販売）※３歳以上有料
■足利市民プラザ・文化ホール

チケット
発売中

足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体

「足利 ミュージカル」第3回定期公演
「オズの魔法使い」
3/12 ㈰ 午後2時開演
■全席自由 ※3歳以下の入場できません。
一般 1,5００円（ 友 1,35０円）
ユースチケット（２５歳以下）１，
0００円（ 友 900円）
■足利市民会館・大ホール １階指定エリア

託児
サービス
あり

3/14 ㈫ 午後6時30分開演

■全席指定 ※未就学児は入場できません。
一般 Ｓ席 ６，
０００円（ 友 ５，
４００円）
Ａ席 ５，
０００円（ 友 ４，
５００円）
Ｂ席 ４，
０００円（ 友 ３，
６００円）
ぐっ得チケット ３，
０００円（ 友 ２，
７００円）
託児
ユースチケット(２５歳以下) ２，
０００円（ 友 １，
８００円)
サービス
あり
■足利市民会館・大ホール
☆スペシャルチケット☆（友の会料金対象外）

チケット
発売中

♥ホワイトデーペアチケット
対象：Ｓ席・一般のみ １５７組（３１４枚）限定
料金：１組２名で １０，
０００円（通常料金１２，
０００円）
◆お雛さまチケット
対象：Ｓ席・一般・女性・３名以上の購入 ３３０枚限定
料金：３名以上の購入で１枚あたり ４，
５００円

チケット
発売中

スリーハンサムズコンサート2017
足利ミュージカル研究科第５期生卒業公演 〜俺たちの放課後〜

足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体

ジャズダンス・日舞・唄など、研究科レッスンの成果発表です

3/12 ㈰ 午後４時３０分開演

■全席自由

3/18 ㈯ 午後3時開演

500円

※３歳以上有料
チケット
発売中

■足利市民会館大ホール・１階指定エリア

10thAnniversary Concert

曲

3/19 ㈰ 午後5時開演

3/22 ㈬ 午後6時開演

※未就学児は入場できません。

■全席自由

当日は
500円増し

託児
サービス
あり

■足利市民プラザ・文化ホール

チケット
発売中

足利ユースオーケストラ 第８回定期演奏会

500円

チケット
発売中

■足利市民会館・小ホール
足利市民プラザ
付属シニア劇団「燦 SAN 」

第５回定期公演『わが町』

■全席自由 500円 ※未就学児は入場できません。
■足利市民会館・大ホール

託児
サービス
あり

演出＝加納朋之（文学座）

3/25㈯ 午後6時30分開演
3/26㈰ 午後2時開演

午後３時１５分）

友
○は友の会会員料金です。

チケット
発売中

音楽監督： 大隅智佳子
指
揮： 小森康弘
演
出： 原 純
ピ ア ノ：清水 綾、濱口典子
研究科生： ソプラノ＝新井ちひろ、
古屋知恵、沖藍子、森朋子
「足利オペラ・リリカ」登録アーティストによる助演
内山信吾、小林昭裕、斉木健詞ほか

※未就学児は入場できません。

原作＝ソーントン・ワイルダー

曲：ハイドン作曲 オーボエ協奏曲ハ長調
モーツァルト作曲 交響曲第１番変ホ長調
ほか

）内

託児
サービス
あり

まだ車も走っていないアメリカの小さな町を舞台に、ありふれた日常生活のかけがえのない価値を描く作品。ピューリッツァー賞受賞作品。

指揮：工藤俊幸（足利ユースオーケストラ常任指揮者）
オーボエ：今 佑希（足利ユースオーケストラ卒団生）

※入場料の（

（字幕つき）

マスカーニ作曲 歌劇「友人フリッツ」
プッチーニ作曲 歌劇「ジャンニ・スキッキ」

デビュー曲「テルーの唄」
から月９ドラマ主題歌「明日への手紙」
そして新曲まで、手嶌葵の10年の軌跡を辿る記念コンサート。

3/25㈯ 午後4時開演（開場

■全席指定 ※未就学児は入場できません。
当日は
6,000円（ 友 5,700円） 500円増し
■足利市民プラザ・文化ホール

「足利オペラ・リリカ」研究科第5期生による修了演奏会

手嶌 葵

■全席指定
6,000円（ 友 5,800円）

中村貴之、平賀和人（ＮＳＰ）、細坪基佳（元ふきのとう）

「写真：前回定期公演より」

■全席自由 一般
当日は
200円増し
高校生以下 500円
■足利市民プラザ・文化ホール ※未就学児は入場できません。
1,000円（ 友 900円）

チケット
発売中

※会員価格での購入・先行予約は1会員2枚まで（特別な場合を除く）

チケット
発売中

魅惑のトリオ

ピアノ：田部井玲奈、ヴァイオリン：横山俊朗、チェロ：三戸正秀

田部井玲奈とＮ響メンバーによるピアノトリオ コンサート

よしもとお笑いまつり in 足利

曲 フォーレ作曲 「夢のあとに」 マスネ作曲 「タイスの瞑想曲」

4/2 ㈰ 午後2時開演

■全席自由 ※未就学児は入場できません。
一般 2,000円（ 友 1,800円）
高校生以下 1,000円（ 友 900円）
■足利市民会館・大ホール・ステージエリア

4/8 ㈯ 午後7時開演

■全席指定

託児
サービス
あり

チケット
発売中

新宿うたごえ喫茶「ともしび
出前コンサート」
ピアノやアコーディオン等の生演奏に合わせて、
一緒に合唱するコンサートです。

チケット発売日
3月8日（水）午前１０時から

チケット
発売中

Cello×8 チェロアンサンブルコンサート
出演

佐藤万衣子、染谷春菜、町田正行、三宅 進
宮坂拡志、篠崎由紀、玉川 克、三森未來子
西口彰子（ソプラノ）

※５歳以上有料、４歳以下膝上のみ無料、ただし席が必要な場合は有料になります。

3月1日㈬から

募集が始まります

チケット
発売中

桂 歌 丸 二人会
林家たい平
■全席指定 ※未就学児は入場できません。
一般 3,5００円（友 3,150円）
ユースチケット（２５歳以下）2，
0００円（ 友 1,800円）
■足利市民プラザ・文化ホール

託児
サービス
あり

チケット
発売中

期

日

展示時間

容

会

場

別館展示室

9：00〜18：00
9：00〜18：00
9：00〜16：30

ぐるーぷネイチャーフォト
第３６回 写真展

別館展示室

17日㈮
18日㈯
19日㈰

9：00〜18：00
9：00〜18：00
9：00〜16：00

AFC写真展

別館展示室

提携店をご利用の際には会員証を事前に提示いただきますと、特典を受けることができます。
※サービス内容等詳細につきましては、市民会館HPまたは市民プラザHPをご覧ください。

＊葵鮨
＊ニューミヤコホテル
＊フラワーショップ アップルハウス
＊ホテルルートイン足利駅前
＊ホテルルートイン第２足利
＊Hair Boo.M

期間：平成29年4月1日〜平成30年3月31日
○会費

＊CLOCK Cafe
＊いいねこ。
のみせ
＊メルグ

〜平成29年度会員募集中〜
継続の手続きは、
4月30日㈰までにお願いします。
※期日以降の手続きは、新規会費となります。

一般会員 2,000円/メール会員 1,000円

☆毎月、足利市民会館及び足利市民プラザの催し物案内を送付します。 ○入会場所・方法

※入場料の（）内 友 は友の会会員料金です。

内

10：30〜17：00
新興美術院両毛支部
9：30〜16：00

足利市民文化友の会

☆会報誌「友の会だより」を送付します。
☆会員以外の方より先にチケットをご予約いただけます。
☆足利市民会館・足利市民プラザの主催＆共催公演チケットを会員割
引料金にてご購入いただけます。
（会員証の提示が必要です）
☆チケットの先行予約・割引購入枚数は、一催し物当たり2枚です。

チケット
発売中

10日㈮
11日㈯
12日㈰

＊レストラン チコリ
＊チャコールハウス
＊足利かつ一
＊備長
＊カフェレストラン FumoN
（普門）
＊銀釜

会員の方への主な特典

託児
サービス
あり

足利市民会館3月展示関係催物

ご利用ください！ 足利市民文化友の会 提携店
＊レストラン ロイアル
＊りゅうやん
＊相田みつをゆかりの店 めん割烹なか川
＊ABC写真
＊CaféANISE カフェ アニス
＊レストラン ぴっころ洋食屋

当日は
500円増し

■足利市民会館・大ホール

4日㈯
5日㈰

5/22 ㈪ 午後7時開演

■全席自由 ※未就学児は入場できません。
一般 3,0００円（友 2,700円）
高校生以下 1,50０円（ 友 1,350円）
■足利市民プラザ・文化ホール

3,5００円（ 友 3,300円）

5/17 ㈬ 午後2時開演

4/26 ㈬ 午後2時開演

■全席自由
1,500円 定員 １８０席
■足利市民会館・小ホール

博多華丸・大吉
ハリセンボン
佐久間一行
ライス、和牛 ほか

出演

スメタナ作曲 「モルダウ（ピアノトリオ版）」
チャイコフスキー作曲 「偉大な芸術家の思い出」 ほか

（前年度会員の方は一般1,500年 メール700円）

①足利市民会館②足利市民プラザ③足利市立美術館④渡良瀬グリーンプラザ
⑤足利市内の足利小山信用金庫本・支店（足利市内のみ）⑥ゆうちょ銀行（日本全国どこでも可）

①〜⑤各窓口にある指定の入会申込書にご記入の上、会費を添えてお申込みください。
⑥のゆうちょ銀行では、窓口の「払込取扱書」に次の必要事項
（★口座番号 00110-2-137833★加入者 足利市民文化の会）ご記入の上、会費を添えて
お申し込みください。
なお、送金手数料130円（ATM使用80円）はご負担ください。

※会員価格での購入・先行予約は1会員2枚まで（特別な場合を除く）

【お願い】駐車場に限りがあるため、相乗り又は、タクシー、バスでのご来館にご協力ください。

◇お問合せ先◇
足利市民プラザ ☎0284-72-8511（火曜日休館 祝日は開館します。）
足 利 市 民 会 館 ☎0284-41-2121（月曜日休館 祝日は開館します。）
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