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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
第３回あしかが映画塾 想田和弘監督 新作２本特集上映会＆トークショー

市民プラザ音楽祭2018

「想田さんが観ている日本とアメリカ、そして故郷。」
足利出身、アメリカ・ニューヨーク在住。国内外で高い評価を受けるドキュメンタ
リー映画作家 想田和弘が「監察映画」の手法で制作した最新作を含む２本をスペ
シャル上映！上映後には、ニューヨークから帰国する想田監督のトークショーも。

6/17 ㈰

＜チケット販売＞
足利市民会館、足利市民プラザ、足利市役所５階 映像のまち推進課
電話受け付け可

「ザ・ビックハウス THE BIG HOUSE」（122分）
①10時〜
②15時30分〜 （②上映後トークショー）
「港町」（119分）
①12時30分〜 ②18時30分〜 （①上映後トークショー）
■定員
■各回

各回
一般

※当日券は２００円増し

■ユナイテッド・シネマ
THE

アシコタウンあしかが

BIG

（足利市大月町3-2）

HOUSE」

全米最大のアメリカンフットボール場、ミシガンスタジアム通称「ザ・ビックハウス」全米注目の
試合舞台裏をミシガン大学学生・教師総勢15名で制作。それぞれの視点で観察した 「ザ・ビッ
クハウス THE BIG HOUSE」。映画製作中にトランプ大統領の誕生に遭遇し、その波紋の波
は想田の周辺へさざ波のように押し寄せる。想田監督が初めて「アメリカ」を観察した最新作です。

「港町」
第68回ベルリン国際映画祭正式招待作品。美しく穏やかな海辺の町に漂う孤独とやさ
しさ。やがて失われてゆくかもしれない豊かな土地の文化や共同体の形。静謐な営みの
先に訪れるその瞬間に心揺さぶられる「港町」。漁師のＹちゃんとの会話に突如乱入す
るクミさんが、日常に秘められた「穴」に誘う。

チケット
発売中

第32回 人形劇こどもフェスティバル

6/24 ㈰ 午前9時45分

場所 足利市民プラザ

◆有料公演（全席自由・2歳以下無料）

※当日５０円増

人形劇団ひとみ座
演目：
「ひょっこりひょうたん島」
1回目

午前10時30分

2回目

大人 500円 高校生以下 200円
会場：文化ホール

午前11時40分

チケット
発売中

JAZZ ナイト vol.17

ジャズピアニスト原正夫氏監修による市民ジャズ演奏会

2回目

午後 2時10分

■全席指定
和泉佑三子
花陽 みく
（元宝塚歌劇団） （元宝塚歌劇団）
Ｓ席：3,000円（友 2,700円）
友
Ａ席：2,500円（ 2,250円）
ユース（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

ほか

6/29 ㈮ 午後6時30分開演
■全席自由

1,000円

原 正夫

※未就学児の入場はできません。

■足利市民プラザ・小ホール

Ｂ-ＶＯＩＣＥ

チケット
発売中

「パネルシアターとアニメ映画」

主な客演

7/8 ㈰ 午後2時開演

あなたと夜と音楽と、黒いオルフェ、渡良瀬橋

親子deおたのしみ会

足利ミュージカル

第５回定期公演
足利ミュージカル劇団員・準団員

原 正夫カルテット『原正夫（Pf）東條 勝 (B) 西谷文雄（Dr）
小林啓一（Vib）』、
Ｂ-ＶＯＩＣＥ『入澤博子、糸井絹枝、高橋久仁子、相場玲子』

■曲目

ハッピーメロディー（パネルシアター「ハッピーメロディーのハッピータイム」）、
人形劇チーム青空共和国（おひめさまとくれない色の魔法）、
にんぎょうげきコロン団（人形劇「おさるのアイアイ」とエプロンシアター）、 チケット
保育者ユニットしゃぼん玉（あそびライブ）
発売中
人形劇サークルやじろべえと仲間たち「紙芝居」ほか

足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体

出演

他

パッソ・ア・パッソ＆グラデボーレ「時代」
7/1㈰ 開演 午後２時 ■全席自由 500円

出演

★出演劇団★

曲目
ワーグナー：ニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲
モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番
モーツァルト：交響曲第40番より第1楽章
ベートーヴェン：エグモント序曲 シベリウス：フィンランディア

プラザ

午後 2時10分

200円
会場：101・102号室

無料公演

５th足響スプリングコンサート
500円
6/10㈰ 開演 午後２時 ■全席自由
（高校生以下無料）

■足利市民プラザ･文化ホール

人形劇団くぐつ
演目：
「さるかにばなし」
午前10時30分

曲目
たんぽぽ、翼をください、花のまわりで、いのちの歌、「ふるさとの四季」
時代、糸 他

※未就学児は無料。

200円
会場：小ホール

1回目

７周年を祝うコンサート Afternoon Club（コーラス）
6/3㈰ 開演 午後２時 ■全席自由 500円

親子ペア 600円

2回目

他

曲目
時は流れても、青春時代、少年時代、赤とんぼ、昭和〜平成を唄う

午後 1時

ましゅ＆Ｋｅｉ
演目：
「Kabarett×かばれっと」
1回目

エル・エコー・デ・ロスアンデスvol.25
6/2㈯ 開演 午後6時 ■全席自由 500円
曲目
コンドルは飛んで行く、サクサイウワマンキ、花まつり
新曲を含む全17曲を予定しています。

100人 （定員を超えた場合は次回の上映会になります）
1,000円（友 900円）高校生以下 800円（友 720円）

「ザ・ビックハウス

5/12 ㈯ 〜 7/1 ㈰

●映画会「ホシガリ姫の冒険」 ●『紙ひこーき』の出演によるうたとパネルシアター

福澤太之郎

託児
サービス
あり

中野 太一

チケット
発売中

7/8 ㈰ 午前10時30分開演

（午前11時40分終演予定）

■入場無料

※未就学児(３歳以上)及び小学校低学年の児童と保護者対象

■足利市民プラザ・小ホール

友
※入場料の（ ）内○は友の会会員料金です。
※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）
※託児サービスは各公演の1週間前までにお申し込み下さい。 ※ユースチケットについては来場時に25歳以下の証明となるものを提示して下さい。

足利フラフェスティバル２０１８

第４７回

市内外で活動するフラダンス・タヒチアンダンスの発表
パート1

パート2

足利市・佐野市の小・中学校・高校・大学生及び一般の吹奏楽団の演奏会

7/14 ㈯ 午前10時開演
7/15 ㈰ 午前10時開演

（午後6時30分終演予定）

7/15 ㈰ 午前10時開演

（午後6時30分終演予定）

■全席自由

600円(小学生以上有料)

※販売はパート別です。

■足利市民プラザ・文化ホール

■全席自由

600円(小学生以上有料)

※未就学児入場可

チケット発売日
6月3日（日）午前１０時から

チケット発売日
6月17日（日）午前１０時から

■足利市民会館・大ホール

（電話予約:同日午前１１時から）

宇崎竜童
弾き語りライブ
2018
7/16（月・祝）午後3時開演
■全席指定

吹奏楽フェスティバル

足利市民会館・専属プロフェショナル芸術団体

足利 カンマーオーケスター
第１２回定期演奏会
指揮：工藤俊幸

管弦楽：足利 カンマーオーケスター

7/20 ㈮ 午後7時開演
■全席指定
一般 3,000円（友 2,700円）

6,500円（ 友 6,300円）

工藤俊幸
ベートーヴェン作曲 「プロメテウスの創造物」序曲
ブラームス作曲 ハイドンの主題による変奏曲
シューマン作曲 交響曲第４番 ニ短調

曲

※一般のみ３人以上で購入した場合 １人２，
４００円（市民会館のみ取扱い）

ユースチケット（25歳以下）1,000円（ 友 900円）

※当日500円増
※未就学児の入場はできません。

チケット
発売中

■足利市民プラザ・文化ホール

※未就学児の入場はできません。

■足利市民会館･大ホール

託児
サービス
あり

チケット
発売中

ダンスカーニバル２０１８ 絆コンサート

足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体「足利オペラ・リリカ」

〜祈りの日に込めた
平和への願い〜

フォークダンス・リズムダンス
ジャズダンス・よさこい
キッズダンス など

7/29 ㈰
■全席自由

曲

（午後5時終演予定）

600円(小学生以上有料)

■足利市民プラザ・文化ホール

期 日

展示時間

日本歌曲

ほか

オペラ＜トスカ＞より
ハイライトコンサート

8/9 ㈭ 午後5時30分開演

午後１時開演

足利市民会館

プッチーニ作曲

チケット発売日
6月10日（日）午前１０時から
（電話予約:同日午前１１時から）

容

■足利市民会館・小ホール

演

指揮：小林昭裕
ピアノ演奏：清水 綾
大隅智佳子、内山信吾、小田知希
足利市民オペラ合唱団

託児
サービス
あり

チケット発売日
6月16日（土）午前１０時から

ご利用ください
ご利用ください！
！ 足利市民文化友の会提携店

6月展示関係催物
内

■全席自由
一般 1,500円（友 1,350円）
ユースチケット（25歳以下）500円

出

会

場

２日
（土）
３日
（日）

９：３０〜１７：００
９：３０〜１７：００

足利渡良瀬探石会

別館展示室

９日
（土）
１０日
（日）

９：００〜１８：００
９：００〜１７：００

クリスタルクラブ 写真展

別館展示室

１６日
（土）
１７日
（日）

９：３０〜１８：００
９：３０〜１７：００

川田三郎 日本画展

別館展示室

２２日
（金）
２３日
（土）
２４日
（日）

９：３０〜１７：００
９：３０〜１７：００
９：３０〜１７：００

モーゼス美術会

別館展示室

２９日
（金）
３０日
（土）
７月 １日
（日）

９：００〜１８：００
９：００〜１８：００
９：００〜１７：００

足利フォト１２ 写真展

別館展示室

提携店をご利用の際に会員証を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。

＊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
＊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
＊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
＊CLOCK Cafe
＊いいねこ。
のみせ
＊メルグ

足利市民文化友の会 〜平成30年度会員募集中〜
期間：平成30年4月1日〜平成31年3月31日

○会費 一般会員 2,000円/メール会員 1,000円
○入会場所・方法

会員の方への主な特典
☆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。
☆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。

※入場料の（）内 友 は友の会会員料金です。

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「払込取扱票」に次の必要事項
（★口座番号 00110-2-137833★加入者 足利市民文化友の会）
をご記入の上、
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◇

発行：

足利市民会館 ☎0284-41-2121
（月曜日休館 祝日は開館します。） 足利市民プラザ ☎0284-72-8511
（火曜日休館 祝日は開館します。）

公益財団法人 足利市みどりと文化・スポーツ財団

平成30年5月25日 No.340

