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〜ご 来 場 の 皆 様 にとって、
「 ハレ の日 」となりますように！〜
足利市民会館 ☎0284−41−2121/ 足利市民プラザ ☎0284−72−8511

※2020.8.20現在の情報です

足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体「足利
「足利オペラ・リリカ」

「絆コンサート」〜平和を祈り、愛を歌う〜
【出演】大隅智佳子（ソプラノ）
、内山信吾
（テノール）
、小田知希
（テノール）
小林昭裕（バリトン）
、清水 綾（ピアノ）
【曲目】ララ／「グラナダ」
、モーツァルト／歌劇＜ドン・ジョヴァンニ＞より
「お手
「お手をどうぞ」
日本歌曲メドレー〜日本を想い日本を歌う〜

9/13㈰

午後2時開演（午後１時開場）※未就学児の入場はできません。
■全席指定 一般：1,500円（ 1,350円）ユース：500円

■助成：文化庁、一般財団法人 自治総合センター

■足利市民会館・大ホール

リリカ」
「足利オペラ・
第７回定期公演
演目

市民オペラ合唱団参加者募集

オペラ
〈ドン・ジョヴァンニ〉
全２幕 イタリア語上演・日本語字幕付き

モーツァルト／

1/24㈰

午後2時
■足利市民会館・大ホール

指揮＝佐藤宏充 演出＝久恒秀典 合唱指導＝小林昭裕
ドン・ジョヴァンニ＝斉木健詞、
レポレッロ＝小林昭裕
ドンナ・アンナ＝大隅智佳子 ほか

ࡊࠩ

《募集内容》
参加者対象：中学生以上の女性
参加料金：一般＝10,000円、中学・高校生＝5,0００円
申し込み：９月１日
（火）
までに申込書を市民会館へ
※申込書は市民会館、市民プラザ窓口または市民会館ホームページから入手可
市民プラザ窓口または市民会館ホ ム
ジから入手可
練習開始：９月２日（水）から定期公演日まで、毎週水曜日の午後６時３０分から９時まで

■お問い合わせ：足利市民会館 TEL 0284-41-2121

修による
ト原正夫氏監
ジャズピアニス
奏会♪
市民ジャズ演

JAZZZ࠽ࠗ࠻
voi.21
࠽

【出演者】
原正夫（ピアノ）
東條勝（ベース）
西谷文雄（ドラムス）
小林啓一（ビブラフォン）
三田喜良（マリンバ）
B-VOICE
入澤博子、糸井絹枝
高橋久仁子、相場玲子
【曲目】
太陽がいっぱい
スマイル
枯葉
ほか

9/25㈮

2台ピアノユニット公演
宮谷理香

田部井玲奈

村松深幸

小林園子

村松映美

【曲目】
ショパン／アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品２２
グリーグ／ピアノコンチェルト 第１楽章
チャイコフスキー／くるみ割り人形から
グノー／ファウストからワルツ ほか

10/31㈯

午後3時開演

（午後2時30分開場）

午後6時30分開演

（午後5時30分開場）
■全席自由 1,000円 ※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

足利市民会館「レジデンス・ユニット」
2020活動公演

チケット
発売中

■全席自由 ※未就学児の入場はできません。
一 般 ２，
０００円（ １，
８００円）
ユース １，
０００円

■足利市民会館・大ホール

チケット発売日
9月6日（日）午前10時から

※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） ※先行予約はチケット発売日の前日までです。
※ユースチケットについては25歳以下の方が対象です。来場時に25歳以下の証明となるものを提示してください。

足利市民会館・専属プロフェッショナル芸術団体
足利市民会館・専属プロフェッショナル

市制100周年記念事業

子ども伝統芸能総合プロジェクト
子ども伝統芸能総合プロ

体験成果発表会

第16回定期演奏会
■指 揮：中橋健太郎左衛門

■出演：日本伝統芸能の各分野で
活躍する足利市及び近郊
の高校生以下の団体
■内容：歌舞伎・八木節・長唄
和太鼓

■管弦楽：足利カンマ
足利カンマーオーケスタ―
オ ケスタ
ロッシーニ／

歌劇「チェネレントラ（シンデレラ）」序曲
ワーグナー／ジークフリート牧歌
ベートーヴェン／交響曲 第8番 ヘ長調Op.93

11/15㈰

2021年
指揮：中橋健太郎左衛門

午後3時開演

（午後2時15分開場）

■全席自由 ※未就学児の入場はできません。
一 般 ３，
０００円（ ２，
７００円）
ユース 1,000円
■足利市民会館・別館ホール

100席限定
チケット発売日

8月29日（土）午前10時〜

1/11（月・祝）
午後1時開演（正午開場）
■全席自由 500円
募集
内容

期

高嶋ちさ子

【公演中止】
新型コロナウイルス感染拡大防止により、
以下の公演は中止とさせていただくこととなりました。

〜ピアノクインテット編〜
■出演：高嶋ちさ子、男組
■曲目：パガニーニ／カプリス第24番
ベートーヴェン／交響曲第７番より
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン
ほか
2021年

■市民プラザ演劇祭
●Ciel「修学旅行〜2020〜」
9/13
（日）足利市民プラザ・文化ホール

午後6時30開演

（午後5時30分開場）
■全席指定 6,000円
※未就学児の入場はできません。

●あちゃらかきっず
「カメヤ演芸場物語」
9/19
（土）
・20（日）足利市民プラザ・文化ホール
友の会会員電話先行予約
9月20日（日）午前10時から
市民会館へTEL 41-2121

チケットの受け渡し・販売開始日
10月25日
（日）
午前10時

一般電話予約受付
9月27日（日）午前10時から

■足利市民会館・大ホール

※予約受付時は座席指定不可

足利市民会館 9月展示関係催物
期 日

展示時間

間：2020年９月1日
（火）
〜22日（火）

参加費：出演者１人つき１，
０００円（チケット２枚進呈）

■足利市民会館・大ホール

市制100周年記念事業

2/2㈫

参加団体
募集

内

容

会

場

■中村雅俊CONCERT TOUR 2020
「ON and ON」
Vol.4
11/23
（月・祝）足利市民プラザ・文化ホール

ご利用
ください！

足利市民文化友の会提携店
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掲示いただきますと、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。

9月 5日㈯
6日㈰

9:30〜17:00
9:30〜17:00

日本水彩画
安足支部足利地区

別館展示室

9月12日㈯
13日㈰

9:30〜17:00
9:30〜17:00

新画会

別館展示室

✽レストラン ロイアル
✽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
✽相田みつをゆかりの店 めん割烹なか川
✽銀釜
✽葵鮨
✽カフェ・レストラン FumoN
（普門）
✽Café ANISE カフェアニス

✽レストラン CLOCK
✽りゅうやん
✽備長
✽ニューミヤコホテル
（レストラン）
✽ホテルルートイン足利駅前
✽ホテルルートイン第2足利
✽ABC写真
✽フラワーショップ アップルハウス
✽Hair Boo.M
✽いいねこ。
のみせ

現在、新型コロナウイルス感染拡大防止により、多くの催し物が中止または延期となっております。つきましては、

ấᫍẟ

本催し物案内に掲載されている催し物については、あくまでも発行時点の情報でございますので、チケット購入
ならびにご鑑賞をご希望される際には、事前に開催館へお問い合わせいただくか、足利市民会館・足利市民プラザ
のホームページをご覧ください。

※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）※先行予約はチケット発売日の前日までです。

【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◇ 足利市民会館 ☎0284-41-2121（月曜日休館 祝日は開館します。）

発行：

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
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