
体験する・学ぶ・参加する 幅広い世代が楽しめる普及育成型コンサートや体験型ワークショップ、講座

生涯学習講座（寺子屋おとなみ）

6月7日（木）14:00開講（90分予定）
〔会場〕コンサートホール(定員300名)

〔出演〕チェロ：長谷部一郎（東京都交響楽団）　
　　　ピアノ：鳥羽亜矢子
〔料金〕500円(当日会場でお支払いください)

第10回 チェロの魅力
～バッハの“ミステリー”から　　　
　　名演奏家のエピソードまで～　

9月21日（金）19:00開講（90分予定）
〔会場〕コンサートホール(定員300名)

〔出演〕守屋純子（ジャズピアノ）
〔料金〕500円(当日会場でお支払いください)

第11回
守屋純子のジャズ講座

ジャズの魅力をジャズピアニスト自身が演奏
者の立場でお伝えします。ジャズ愛好者必見
の講座です。

申込受付中 申込受付開始
6月7日(木)9:00～

ワークショップ

6月10日（日）14:00開講
〔会場〕ハーモニーホール(定員201名)

〔出演〕仲道郁代(ピアニスト)　
〔料金〕全席指定　
　　　大人(中学生以上)1000円、子ども(小学生以下)500円
※3歳児以下のご入場はご遠慮ください
※大人の方のみでもご入場いただけます

仲道郁代(ピアノ)
スペシャルワークショップ

7月26日（木）19:30～21:00
〔会場〕スタジオA

曲の例：「雨の慕情」「冬が来る前に」（当日使用する曲は未定です）
〔講師〕中村蓉（ダンサー・振付）
〔参加対象〕中学生以上
〔定員〕20名（先着）
〔参加費〕500円(当日会場でお支払いください)

　歌謡曲スイッチ
～中村蓉と歌謡曲で踊る目眩く

　　　　コンテンポラリーダンスの世界～
一度は耳にしたことのある「歌謡曲」をテーマに
中村蓉が、ダンスの世界にお連れします。体を動
かしたい方や、心を開放したい方、この機会にダ
ンスを始めたい方は是非ご参加ください！

ピアニスト仲道郁代さんが浦安音楽ホールのために
選んだフルコンサートグランドピアノ『YAMAHA CFX』
お子様から大人の方まで、ご家族の皆様でお楽しみい
ただけます。
もちろん！大人の方のみのご入場も大歓迎です♪
皆様お誘いあわせの上、是非、お越しください！

チケット好評発売中 申込受付開始
6月2日(土)9:00～

【対象】・新規施設使用登録又はすでに登録している団体（個人）。
　　　・施設使用申請が未登録の団体（個人）は当日までに登録をお願いします。
　　　・人数はおおむね20名程度まで(個人登録の場合は1名)。 
　　　・未成年者のみの使用はできません。

クァルテット・エクセルシオによる市役所ロビーコンサートのご案内
浦安音楽ホールレジデンシャル・アーティスト「クァルテット・エクセルシオ」による

市役所ロビーコンサートを行います。
観覧は無料です。

■日時：6月28日（木）12:15～12:50■日時：6月28日（木）12:15～12:50
〔場所〕 浦安市役所1階市民ホール
〔出演〕 クァルテット・エクセルシオ(弦楽四重奏団)
〔曲目〕 ハイドン：弦楽四重奏曲「皇帝」より第二楽章、
　　　 ベートーヴェン：弦楽四重奏曲「ラズモフスキー第三番」より第４楽章、
　　　 日本民謡より「八木節」他(曲目は変更になる場合があります)
〔主催〕 浦安市教育委員会、浦安音楽ホール
※座席数が限られています。立ち見になる場合がありますのでご了承をお願い致します。

【参加費、付帯設備】
・1コマ(50分)：①6月24日(日)　ピアノ有り4000円/50分、ピアノ無し2500円/50分
　　　　　　　 24日のピアノはヤマハフルコンサートグランドピアノ(CFX)
　　　　　　 ②6月25日(月）　ピアノ有り3000円/50分、ピアノ無し2000円/50分　
　　　　　　　 25日のピアノはスタインウエイフルコンサートグランドピアノ(D274)
※参加費は当日現金でお支払いください。
※2コマ(110分)の場合は倍額になります。
※演奏者用椅子、譜面台使用料金は参加費に含みます。(椅子、譜面台は数に限りがあります)

あなたも浦安音楽ホール・コンサートホールのステージで演奏体験してみませんか。
コンサートホールは303席、残響1.82秒の響きは室内楽に最適なホールです。
ソロ演奏、室内楽、合奏、合唱など体験できます。ピアノはフルコンサートピアノです。

浦安音楽ホール・コンサートホール・ステージ体験デイのご案内

①6月24日(日) 10:10～21:00　
②6月25日(月) 10:10～21:00

・1コマ50分間単位
  （毎時10分から00分まで ex.12:10～13:00まで）
・最大連続する2コマまで（110分間まで）
・お申し込みは一団体一回まで

実施日

【ご注意】
・準備、片付けは体験時間内でお願い致します。
・ピアノ使用は任意(体験デイのための調律は実施しません)。
・レッスンや発表会、公開演奏などには使用はできません。
・使用者以外の観客(見学者)は入れません。
・ステージ照明は作業灯です、マイク・録音機材などの音響設備および楽屋は使用できません。
・大型楽器の搬入がある場合は事前にご相談ください。

【申込み受付】　
電話 047-382-3035（受付時間9時～21時）
受付…6月2日(土)9:00～6月17日(日)21:00まで ※6月12日(火）休館日
お電話またはご来館で、先着順受付け(体験枠が無くなり次第終了) 

©SATOSHI ASAKAWA

［申込受付］電話 047-382-3035

浦安音楽ホール友の会 会員募集!（先着1,300名様） 詳しくは 浦安音楽ホール 検索

※やむを得ない事情により、曲目・出演者が変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※チケット販売の開始時間は一律9：00となります。（電話・インターネット共通）

主催公演について

総合案内 TEL：047-382-3035 E-mail：info@urayasu-concerthall.jp〒279-0012　千葉県浦安市入船一丁目6番1号

■ インターネット（年中無休、24時間）…https://www.e-get.jp/u-ticket/pe/
■ 電話（9:00-21:00ホール休館日を除く）…TEL.047-382-3035
■ 窓口（9:00-21:00ホール休館日を除く）…チケット発売日の翌日より窓口販売。（残席がある場合のみ）※お支払い方法は現金のみ。

ご予約

休館日
第2・第4 火曜日

バス
ロータリー

首都高速・R357

至船橋・蘇我至東京

JR新浦安駅

Mona 駅前
広場

イオン
新浦安店

2018年度浦安音楽ホール友の会会員を募集しています。音楽ホール主催公演チケットを優先的に予約したい‥‥。
そんなときは様々な会員特典を用意した「浦安音楽ホール友の会」に是非お申込みください。（先着1300名様限定）

2018年度浦安音楽ホール友の会会員募集中！！

【会員期間】入会日～2019年3月31日（日）まで（年度会員制）
【年会費】1,500円
【入会金】無料
【入会お申込み】●窓口でのお申込み
　　　　　　　　…所定の手続きの上、年会費をお支払い下さい（現金支払いのみ）。
　　　　　　　●音楽ホールＨＰからのお申込み
　　　　　　　　…「友の会のご案内」https://www.e-get.jp/u-ticket/pe/から
　　　　　　　　　「会員登録/入会」「浦安音楽ホール友の会」でご入会下さい。
　　　　　　　　　ご入会後、会員証をご郵送致します。
　　　　　　　　　お支払いはクレジットカード、またはセブンイレブンでのお支払いとなります。

友の会
特典

・所定の浦安音楽ホール主催・共催公演の先行予約ができます
  ＊先行予約日を設け、予約を受け付けます
  ＊申込者多数の場合は抽選となります
 　 抽選に漏れた方へは、一般発売日までにご連絡いたします
  ＊優先予約可能なチケット枚数は公演により異なります（概ね２～４枚を予定）
  ＊座席の指定はできません
・チケットコンビニ発券手数料無料 ※当ホール主催公演が対象です
・ホール情報紙（会報PIZZICATO）をお届けします（年４回予定）
  また随時公演情報、メールマガジン等をお送りいたします
・会員限定プレゼントへの応募
  主催公演の中から、出演アーティストのサイン色紙などを抽選でプレゼントします

友の会会員限定優待情報

浦安市美浜1-8-2　TEL047-350-8561（レストラン予約）

≪オリエンタルホテル 東京ベイ≫
≪しゃぶしゃぶ温野菜　新浦安店≫

■期間 2018年4月9日(月)～9月30日(日)まで 浦安市美浜1-9　Tel：047-355-7777（代表）

≪浦安ブライトンホテル東京ベイ≫

≪四十八漁場　新浦安店≫

≪Latin Italian SHANTY 新浦安店》

※各店の優待条件は予告なく変更される場合があります。

◆注記：
・一部割引対象外メニューあり
・ホテルポイントカードの
　加算対象外
・その他割引や特典併用不可

■期間 2019年3月31日(日)まで
浦安市入船1-6-1  TKビルディング２F(音楽ホールビル内)
Tel 047-711-3929

（同伴者も対象になります）
 　

ワンドリンクサービス

（同伴者も対象になります）

浦安市入船1-6-1  TKビルディング２F(音楽ホールビル内)
Tel 047-305-7025

飲食代１０%OFF

■期間 2018年9月30日(日)まで
（同伴者も対象になります）

浦安市入船1-6-1  TKビルディング２F(音楽ホールビル内)
Tel 047-704-2052

飲食代１０%OFF

  （同伴者も対象になります）

※友の会会員様限定スマートフォンクーポンをご利用の方は「グランサンク」「チャイニーズ・テーブル」「美浜」の飲食代が20%OFFになります。

飲食代１5%OFF

※土日祝OK / 公演日に鑑賞していなくてもOK
・『浦安音楽ホール主催公演（＊）』に限定させていただき、『当日鑑賞していない会員様』も対象となります。
・対象店舗、人数などの条件は①と同様です。　

レストラン利用総額より8％OFF

レストラン利用総額より8％OFF + ワンドリンクサービス

①平日限定
・友の会会会員証は入店時にご提示ください。　
・全レストランにてご利用いただけます。（スイーツコーナー「レーンズ」はテイクアウトのみのため対象外です。）
・同伴者も含め1グループ6名様までご利用いただけます。

②さらに音楽ホール主催公演日（＊）は

ホール友の会に入会されますと、こんな特典もあります。ご利用の際には友の会会員証をご提示ください

■期間 2018年6月30日(土)まで
 ＊アルコールでもソフトドリンクでもOK（ただしフリードリンク対象品のみ)

貸館公演情報（2018年6月～8月）
【コンサートホール】

ポピュラー

クラシック

合唱

クラシック

クラシック

クラシック

クラシック

クラシック

コンクール

コンクール

クラシック

クラシック

クラシック

14:30

12:00

14:00

14:00

19:00

14:00

14:00

14:00

18:30

14:00

14:00

6月2日

6月10日

6月17日

6月23日

6月28日

7月1日

7月8日

7月25日

8月6日

8月7日

8月10日

8月11日

8月26日

日にち 開演 公演名 ジャンル 入場料 主催者(問合せ先)曜日

土

日

日

土

木

日

日

水

月

火

金

土・祝

日

ほほえみコンサート実行委員会 Tel:047-352-2543  
Email:ahiru725725@hotmail.co.jp
建孝三ギター教室/ギターサウンドBOX Tel:047-352-1914  
Email:guitarsoundbox@mac.com
合唱団イクトゥス（大矢）　Tel:047-532-6690   
Email:guest-ictus@ictus-chorus.com　ホームページ http://ictus-chorus.com
幕張ベイタウンオーケストラ(石川)  Tel:043-274-7532　
E-mail:dwhrb044@ybb.ne.jp
ムジカピアチェヴォーレ事務局 Tel:047-354-4422   
E-mail:yukopianocco@yahoo.co.jp

ヴォ―チェ・リーリカ（藤沢） Tel:047-380-1039　
Email:dahlemfuji@yahoo.co.jp

シニア・アンサンブル・ワグネル(平野)　Tel:047-353-9581  Tel:090-8727-6273
E-mail:osamuh@sa2.so-net.ne.jp
　　　　　　 テアトロ・ヴォカ―レ　Email:teatrovocale@gmail.com
　　　　　　 フェイスブック http://www.facebook.com/teatrovocale2018/

日本クラシック音楽協会

日本クラシック音楽協会

昭和音楽大学チケットセンター Tel:044-953-9899
ホームページ http://www.tosei-showa-music.ac.jp

山口 Tel:090-4125-4744

レベックアンサンブル東京（佐藤） Tel:080-6626-2034  
Email:lebeicinfo@gmail.com    ホームページ http://lebeic.webcrow.jp/

※5月1日時点での情報を掲載しています。開演時間や内容が変更になる場合がありますので、ホームページなどでご確認ください。また詳しくは主催者にお問い合わせください。
※自由席の公演は満席の場合にはご入場いただけませんので、ご了解をお願いいたします。
※上記の情報は主催者からの掲載依頼または提供いただいた公演チラシからの情報に基づいて掲載しています、また非公開の催事は掲載しておりません。

ほほえみコンサートvol.7 ～心に愛を、くちびるに歌を～

ギターサウンドBOX  20周年記念ギター発表会　建孝三とその弟子たち

合唱団イクトゥス　第7回フレンドリーコンサート

幕張ベイタウンオーケストラ　第27回演奏会

巽祐子 巽順子 ジョイントリサイタル　ゲスト:Bienen(ビーネン)

シニア・アンサンブル・ワグネル　第1回定期演奏会

テアトロ・ヴォカ―レ　コンサート　vol.1

日本クラシック音楽コンクール　千葉予選

日本クラシック音楽コンクール　千葉予選

ジェラール・プーレ　80歳バースデイコンサート

山口眞智子ソプラノリサイタル

レベックアンサンブル東京　第3回定期演奏会

【ハーモニーホール】

10:30

14:30

14:30/18:00

19:00

14:00/18:30

14:00

6月16日

6月17日

6月23日

6月27日

6月28日

7月8日

日にち 開演 公演名 ジャンル 入場料 主催者(問合せ先)曜日

土

日

土

水

木

日

1500円
（自由席）

無料
無料

(要 整理券)

無料

2500円
(前売り2000円)

無料
(要 整理券)

1000円
（自由席）

関係者のみ
入場可

関係者のみ
入場可
4000円
(自由席）

無料
500円
(自由席）

子供の歌

吹奏楽

ライブ

ライブ

ジャズ

ちびっこコンサート

ニコラス・エドワーズ　Acoustic Tour 2018 トビラウタ

４singers ライブ　～aube style～

４singers ライブ　～aube style～

GOLDWINGS JAZZ ORCHESTRA SUMMER JAZZ 2018

無料

5000円(全席指定)

4500円(自由席）

4500円(自由席）

900円(自由席）

浦安音楽家協会(田中）　Tel:047-380-3329
Email:info1761.ongaku@gmail.com
N.YELLウインドオーケストラ(岩渕）　Tel:070-3149-3973
Email:n.yellwindorchestra@gmail.com　ホームページ http://n.yellwind.org
DISK GARAGE　Tel:050-5533-0888(平日12:00～19:00）
ホームページ http://www.nicholas-edwards.jp/

専用受付フォーム https://goo.gl/ERTzrZ

専用受付フォーム https://goo.gl/ERTzrZ

ゴールドウイングス(布施）090-3680-3931
ホームページ https://goldwings-jazz.jimdo.com

レストラン グランサンク、中国料理 チャイニーズ・テーブル、日本料理 美浜、バー・ラウンジ ブローニュの森、パティスリー
  （ブローニュの森、パティスリーのテイクアウト商品は10％OFF）

N.YELLウインドオーケストラ
　　第5回東日本大震災被災地応援コンサート

大人900円
小学生以下300円

Voce Lirica 10周年記念コンサート
コンコーネから生まれた室内ミュージカル　白雪姫

大人2800円
小人(高校生以下)2500円（共に自由席）


