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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
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」

絆コンサート
曲目

〜祈りの日に込める
平和への願い〜

プッチーニ作曲 オペラ＜トスカ＞より
ハイライトコンサート
日本歌曲 ほか

8/9 ㈭ 午後5時30分開演

■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

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

■足利市民会館・小ホール

チケット
発売中

市民プラザ演劇祭2018
PPP45°

劇団 ブリリアントスマイル

「月光の夏」

「ミュージカル シンデレラストーリー」

8/18 ㈯ 午後7時開演
■一般 １，
０００円
※当日２００円増

■中高校生 ５００円

9/1 ㈯ 午後7時開演
9/2 ㈰ 午後2時開演
■一般 １，
０００円
※当日２００円増

■足利市民プラザ・文化ホール

あちゃらかきっず

Ｃｉ
ｅ
ｌ

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」 「ブルーシート」
9/23 ㈰ ①午後2時開演
②午後6時開演
9/8 ㈯ 午後7時開演
9/24 ㈪ ③午前11時開演
9/9 ㈰ 午後2時開演
■一般 １，
2００円 ■中高校生 ５００円
※当日２００円増
■ペアチケット（一般）
２，
０００円
※前売りのみ

■一般 １，
０００円

■足利市民プラザ・文化ホール

■足利市民プラザ・小ホール

◆市民プラザで、
４公演セット券（２，
０００円）限定２０セット発売しています。
◆小学生は入場無料です。
託児
◆全公演自由席です。
チケット
サービス
◆未就学児の入場はできません。
発売中
あり

宅間孝行プロジェクト
タクフェス第６弾

「あいあい傘」

2007年に劇団「東京セレソンデラックス」で上演されて以来、再演を
望む声が多かったもののその機会は訪れず、ファンの間では≪幻の名作≫
と言われた本作が、11年の沈黙を破り帰ってきます！
舞台はとある田舎町。25年前に失踪した父と、その父を探す娘の、交差
する想い。親子、そして家族の在り方が問われるこの時代に、そこに
あって当たり前、時に鬱陶しく思ってしまう親子の絆や愛を、まっすぐに
見つめ直し描いていきます。
出演者
星野真里、宅間孝行、鈴木紗理奈

10/24 ㈬
午後6時30分開演

星野真里

■全席自由

一般1,000円（友 900円）
高校生以下 500円

託児
サービス
あり

※未就学児の入場はできません。

■足利市民プラザ・文化ホール

チケット
発売中

２台ピアノユニット公演

出

演

宮谷理香 笠原諒子 田部井玲奈
三田喜良（賛助出演）

村松深幸

曲

目

ラヴェル 作曲 ボレロ
ファリャ作曲 バレエ「恋は魔術師」より火祭りの踊り
チャイコフスキー作曲 バレエ組曲「くるみ割り人形」より花のワルツ ほか

10/19 ㈮ 午後7時開演
■全席自由

2,000円（ 友 1,800円）

※未就学児の入場はできません。

託児
サービス
あり

■足利市民会館・大ホール

チケット
発売中

民謡のさらなる新天地へ

伊藤多喜雄
コンサート２０１８

10/28 ㈰ 午後3時開演
■全席指定
Ｓ席 5,300円（ 友 5,000円）
Ａ席 4,800円（ 友 4,500円）

市民会館へTEL 41-2121

チケット発売日
8月3日（金）午前１０時から

※未就学児の入場はできません。

■足利市民会館･大ホール
宝くじ文化公演

友の会会員電話先行予約
７月27日（金）午前１０時から

（電話予約:同日午後１時から）

佐藤しのぶ「カルメン・ファンタジー」

情熱的で自由な愛に生きる女 “カルメン” とホセの許婚で清純な
乙女 “ミカエラ”。一見正反対の二役を、佐藤しのぶが圧倒的な
表現力で歌いあげます。

宅間孝行

鈴木紗理奈

ハバネラ
ジプシー・ソング ほか

11/9 ㈮
モト冬樹

■全席指定 ※未就学児の入場はできません。
Ｓ席：7,000円（ 友 6,700円）
Ａ席：6,200円（ 友 5,900円）
ユースチケット（25歳以下）3,500円（ 友 3,200円）

■足利市民プラザ・文化ホール

8/11 ㈯ 午後6時30分開演
8/12 ㈰ 午後2時開演

曲目

モト冬樹、川原亜矢子、永島敏行

卒業式を間近に控えた私立高校のとある教室。卒業生を送る会に向けて、
三年生の担任教師たちが出し物の稽古中です。ところが先生が一人足りない…
心に傷を負った教師をめぐって繰り広げられる、笑いと涙の社会派喜劇を
「燦 SAN」がお届けします。

ソプラノ：佐藤しのぶ、テノール：小原啓楼、ピアノ：森島英子

竹財輝之助、弓削智久、大薮丘、
前島亜美、越村友一、佐田照

土の中の教師たち

作 阿部順 脚色・演出 加納朋之（文学座） 制作 佐藤尚子（青年劇場）
出演者 足利市民プラザ付属シニア劇団「燦 SAN」団員

足利市民会館「レジデンスユニット」
2018活動公演

■中高校生 ５００円

■足利市民プラザ・文化ホール

足利市民プラザ付属シニア劇団「燦 SAN」
第7回定期公演

川原亜矢子

永島敏行

友の会会員電話先行予約
７月22日（日）午前１０時から
市民プラザへTEL 72-8511

託児
サービス
あり

チケット発売日
７月29日（日）午前１０時から
（電話予約:同日午前１１時から）

午後6時30分開演

■全席指定

2,000円

佐藤しのぶ

※未就学児は入場できません。
※本公演は、宝くじの助成による特別料金となっています。
※友の会会員電話先行予約・割引はありません。

■足利市民プラザ・文化ホール

託児
サービス
あり

小原啓楼

森島英子

チケット発売日
8月12日（日）午前１０時から
（電話予約:同日午後１時から）

※入場料の（）内 友 は足利市民文化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。

第20回

足利市民会館

ＮＨＫ交響楽団定期公演

指揮 ジャナンドレア・ノセダ

足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体

足利 カンマーオーケスター
第１３回定期演奏会

チェロ ナレク・アフナジャリン

指揮

ⒸSteve J. Sherman

海老原

チェロ 宮田 大

光

ⒸYukio Kojima

ⒸMarco Borggreve

11/17 ㈯

曲

午後3時開演

目

曲

レスピーギ作曲：
リュートのための古風な舞曲とアリア 第１組曲
ハイドン作曲：
チェロ協奏曲 第１番 ハ長調
ラフマニノフ作曲：交響的舞曲

■全席指定 ※未就学児の入場はできません。
Ｓ席：7,000円（ 友 6,300円）
Ａ席：6,000円（ 友 5,400円）
Ｂ席：5,000円（ 友 4,500円）
ぐっ得チケット：4,000円（ 友 3,600円）
ユースチケット（25歳以下）：2,000円（ 友 1,800円）

■足利市民会館・大ホール

託児
サービス
あり

目

シューマン作曲 「マンフレッド」序曲
ドヴォルザーク作曲 チェロ協奏曲 ロ短調
ブラームス作曲 セレナード第１番 ニ長調

12/7 ㈮ 午後７時開演

チケット
発売中

■全席指定 ※未就学児の入場はできません。
一般 3,500円（ 友 3,150円）
ユースチケット（25歳以下）1,000円（ 友 900円）

■足利市民会館・大ホール

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」

第５回定期公演

オペラ
〈マクベス〉全４幕

指揮：時任康文 演出：今井伸昭
マクベス：小林昭裕 マクベス夫人：大隅智佳子
内山信吾、佐藤泰弘、青地英幸 ほか
2019.

1/27 ㈰

午後3時開演

小林昭裕

■全席指定 ※未就学児の入場はできません。
Ｓ席：6,000円（ 友 5,400円）
Ａ席：5,000円（ 友 4,500円）
ユースチケット（25歳以下）：2,000円（友 1,800円）

■足利市民会館・大ホール

足利市民会館
期 日

展示時間

１０日
（金） ９：００〜１９：００
１１日
（土） ９：００〜１９：００
１２日
（日） ９：００〜１６：００
２５日
（土） ９：３０〜１７：００
２６日
（日） ９：３０〜１７：００
３１日
（金）１２：００〜１８：００
９月 １日
（土） ９：３０〜１８：００
２日
（日） ９：３０〜１７：００

大隅智佳子

友の会会員電話先行予約
8月26日（日）午前１０時から

託児
サービス
あり

チケット
発売中

ご利用ください！

足利市民文化友の会提携店
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。

市民会館へTEL 41-2121

託児
サービス
あり

チケット発売日
9月2日（日）午前１０時から
（電話予約:同日午後1時から）

8月展示関係催物
内

容

会

場

栃木自由美術展

別館展示室

墨心会

１０４号室
１０５号室
別館展示室
別館会議室

日本水彩画会安足支部
足利地区会

別館展示室

＊レストラン ロイアル

＊銀釜

＊りゅうやん

＊葵鮨

＊相田みつをゆかりの店 めん割烹なか川

＊ニューミヤコホテル

＊ABC写真

＊フラワーショップ アップルハウス

＊CaféANISE カフェ アニス

＊ホテルルートイン足利駅前

＊レストラン ぴっころ洋食屋

＊ホテルルートイン第２足利

＊レストラン チコリ

＊Hair Boo.M

＊チャコールハウス

＊CLOCK Cafe

＊足利かつ一

＊いいねこ。
のみせ

＊備長

＊メルグ

＊カフェ・レストラン FumoN
（普門）

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。

○会費 一般会員 2,000円/メール会員 1,000円
○入会場所・方法
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。

※入場料の（）内 友 は足利市民文化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）

【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7月25日 No.342

