6月 イベントスケジュール
アワーズホール・明石市立市民会館

50周年記念

加藤登紀子コンサート
〜終わりなき歌〜

発売日のみ、窓口 9 : 00〜／電話・ホームページ10 : 00〜受付

※Hはホール、大 は大ホール、中 は中ホールと読み替えてください。

（平成27年5月20日現在）

明石市立西部市民会館

一

般 S席 5,500円

しおさい
ク ラ ブ

A席 4,500円
前売 S席 5,000円 A席 4,000円（全席指定・税込）

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※しおさいクラブは明石・西部市民会館の窓口で前売のみの取り扱い。先行発売及び割引は1会員4枚まで。
※車いす席ご利用の方はチケットご購入前にお問い合せください。

（平成27年5月20日現在）

◆
の公演は、市民会館主催・共催事業です。
◆催物については、各主催者までお問い合わせください。
◆主催者・催物の都合により一部変更が生じることがあります。あらかじめご了承ください。

スロープギャラリー（西部市民会館

展示スペース）

明石市民会館・西部市民会館では、窓口で直接ご購入のほか、下記方法でもチケットの予約が可能です。
ご希望の公演、席種、枚数をお知らせください。
【受付電話番号】明石市民会館 078-912-1234 西部市民会館 078-918-5678
◆インターネット予約 市民会館ホームページ（アワーズネット）からもご予約可能です（対象公演のみ）。
【チケットの受け取り】
①会館窓口 ご予約から1週間以内にお越しください。
②郵送
ご予約から2週間以内に代金引換郵便でお送りします。配達時にチケット代金および送料・手数料
（450円〜）をお支払いください。
③ファミリーマート インターネット予約のお客様のみご利用いただけます。
※市民会館受付時間（窓口・電話とも）9:00〜20:00（平日の月曜休館） ホームページ http://www.akashi.hall-info.jp

発売日のみ、窓口 9 : 00〜／電話・ホームページ10 : 00〜受付

◆電話予約

市民会館周辺図

市民ホール
●JR明石駅から南へ徒歩約3分

※明石市立市民会館には専用駐車場がございません。
電車・バスをご利用の上、ご来場ください。
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明石 アワーズホール・明石市立市民会館

078−912−1234

西部 明石市立西部市民会館

078−918−5678

観光 明石観光案内所（JR明石駅コンコース内）

078−911−2660

モンデン モンデンコーヒー（JR西明石駅北側、コープ西明石より東へすぐ） 078−928−6903
ローソン ローソンチケット（全国のローソンLoppi
●JR魚住駅から徒歩約5分
●山陽電鉄魚住駅から徒歩約8分

発行：アワーズホール・明石市立市民会館

TEL.078-912-1234

7,000円
前売 6,500円（全席指定・税込）

★チケット販売所一覧★

ペレーネ カナート西神戸店ペレーネカウンター（イズミヤ西神戸店2階） 078−967−5101

中崎公会堂
●山陽電鉄人丸前駅から南へ
徒歩約5分
●JR明石駅から徒歩約18分

般

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※しおさいクラブは明石・西部市民会館の窓口で前売のみの取り扱い。先行発売及び割引は1会員4枚まで。
※車いす席ご利用の方はチケットご購入前にお問い合せください。

西部市民会館周辺図
アワーズホール・明石市民会館
●JR明石駅から徒歩約15分
●JR明石駅からバス約5分
（市役所行）

一

しおさい
ク ラ ブ

FAX.078-914-0970

または ローチケ.com） 0570−084−005

アワーズホール・明石市立市民会館
TEL.０７８−９１２−１２３４ FAX.０７８−９１４−０９７０

明石市立西部市民会館

〒673−0883 明石市中崎1−3−1
受付時間 9：00〜20：00 平日の月曜休館

〒674−0082 明石市魚住町中尾702−3
受付時間 9：00〜20：00 平日の月曜休館

指定管理者 共立・NTTファシリティーズ共同事業体

TEL.０７８−９１８−５６７８

FAX.０７８−９４６−２３３４

ホームページ http://www.akashi.hall-info.jp

チケットのお求めは電話予約が便利です。※お電話のかけ間違いのないようにお願いいたします。

アワーズホール・
明石市立市民会館 大ホール
一

般

しおさい
ク ラ ブ

9,180円
前売 8,500円

しおさいクラブ先行発売 5月16日
（土） 一般発売 5月22日
（金）
発売日のみ、窓口9:00〜/電話10:00〜受付

（全席指定・税込）
※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
※しおさいクラブは明石・西部市民会館の窓口で、
前売のみの取り扱い。割引は1会員4枚まで。
※車いす席ご利用の方はチケットご購入前にお問
い合せください。

アワーズホール・明石市立市民会館 大ホール
しおさい
一 般 ク ラ ブ 1,960円（全席指定・税込）

※開場は開演
の30分前

※3歳以上有料。
3歳未満は保護者１名につきお子様１名まで、膝上での鑑賞は無料。
ただし、お席が必要な場合は有料になります。

50周年記念コンサート

グラシェラ・スサーナ 〜半世紀の思いを込めて〜
もの悲しいギターの音色に導かれ、哀愁の低音で歌う
「アドロ」や「サバの女王」がミリオン・ヒット。
スサーナの独特の日本語は、歌の持つ情感をいっそう深め、私たちの心にまっすぐ響いてきます。

JAPAN TOUR
〜一期一笑〜
一

一 般

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
※しおさいクラブは明石・西部市民会館の窓口で、前売のみの取り扱い。
割引は1会員4枚まで。
※車いす席ご利用の方はチケットご購入前にお問い合せください。

しおさい
ク ラ ブ

般

しおさい
ク ラ ブ

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
※しおさいクラブは明石・西部市民会館の窓口で、前売のみの取り扱い。割引は1会員4枚まで。
※車いす席ご利用の方はチケットご購入前にお問い合せください。

杉田二郎・堀内孝雄・ばんばひろふみ・高山厳・因幡晃

第33回 明石第九演奏会 合唱団員募集!!
年末の風物詩、
30年以上の歴史を持つ明石第九演奏会。
あなたも一緒に「第九」を歌ってみませんか？
♪応募資格：中学生以上（練習会場の設営や後片付け等にご協力いただける方）
練習に10回以上参加できる方。
♪募集期間：5月28日（木）〜9月3日（木） ※定員230名になり次第締め切り
♪参 加 費：一般 7,000円 学生 3,500円（中学･高校･大学在学中の方）
親子割引 10,000円（一般･学生各1名）
※初めての方には楽譜やパート練習用のCD販売あり
♪申込方法：申込書に必要事項をご記入のうえ、参加費を添えて明石市民会館窓口
又は練習日当日に練習会場でお申し込みください。
♪練習会場：市民ホール（明石駅南側、国道2号線沿い らぽす 5階）
♪練習日程：6月4日（木）18:30スタート
※原則として、毎週木曜日18:30〜20:30。全27回。

第33回 明石第九演奏会
指 揮：松井 隆司
管弦楽：明石フィルハーモニー管弦楽団
ソリスト：
Sop 鬼一 薫 Alt 荒田 祐子
Ten 松本 薫平 Bas 雁木 悟
合 唱：明石第九合唱団

第32回明石第九演奏会（平成26年12月20日） 撮影：北村写真室

5人のヒット曲はもちろん洋楽・邦楽の懐かしい青春ポップスを
5人揃ってのスペシャルステージでお届けします。

「西部市民会館の楽屋を美しく改装しました。」
一

19：00開演
（18：30開場）

しおさい
ク ラ ブ

般

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。
※しおさいクラブは明石・西部市民会館の窓口で、前売のみの取り扱い。割引は1会員4枚まで。
※車いす席ご利用の方はチケットご購入前にお問い合せください。

出演：Blue Fairy
（フルートデュオ）

入場無料

Blue Fairy
（茂山美都子・山端奈々子）

平成11年に西部市民会館がオープンしてから15年以
上が経ちました。ガラス張りの外観はなかなか見栄えが
良く、まだまだ新しい会館のように見えます。美しい建
物ですが、さすがに15年の時間の経過は、あちらこち
らに傷や汚れをつくり、使い難さを表に出してきました。
そこで、ホール利用者に少しでも楽屋を快適にお使い
いただけるよう、壁紙の張り替え、更衣スペース照明器
具のＬＥＤ化を行いました。明るく美しくなった楽屋が、
皆さまのホールのご利用をお待ちしております。

各種菓子パン
食パン

広告募集中
詳しくは市民会館まで
本
工

店 明石市相生町2-8-19
場 明石市相生町2-9-2

917-6069
911-3268
FAX918-7908

