
※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）

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。

〒673-0883 明石市中崎1丁目3-1
※受付時間  9：00～20：00（平日の月曜休館）

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

〒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）

TEL.078-918-5678 FAX.078-946-2334

指定管理者   共立・NTTファシリティーズ共同事業体　ホームページ　https://akashi.hall-info.jp

明石市民会館イベントガイド

明 石
市民会館

明石 西部チケット販売所 ほか

February

観
タイ聴きタイ

　楽しみタイ！

2023

2

料　金

２０２３年度　市民会館友の会「しおさいクラブ」
チケットの予約・購入方法
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。

■チケットの受け取り
①会館窓口
②郵送

③ファミリーマート
／セブンイレブン

ご予約から1週間以内にお越しください。
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（562円～）を
お支払いください。
インターネット予約のお客様のみご利用いただけます。

●電話予約 ●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」（対象公演のみ）
https://akashi.hall-info.jp◎ご希望の公演、席種、枚数をお知らせください。

明石市民会館
西部市民会館

078-912-1234
078-918-5678

※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。

●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

■市民会館周辺図 ■西部市民会館周辺図

●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）

アワーズホール・明石市民会館

●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

中崎公会堂
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◆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ございます。あらかじめご了承ください。 
◆主催者の意向により不掲載の催事もございます。ご了承ください。◆　　　　　の公演は市民会館の主催・共催事業です。

（令和5年1月20日現在）

チケット販売所一覧
アワーズホール・明石市立市民会館

（全国のセブンイレブン、ファミリーマート）
イープラス

チケットぴあ
（全国のセブンイレブン、ファミリーマート）

ローソンチケット
（全国のローソン Loppiまたはローチケ.com）

明石市立西部市民会館
078-912-1234
078-918-5678

https://l-tike.com

https://t.pia.jp/

https://eplus.jp

明石

西部

ローソン

オンライン

ぴあ

e+

市民会館ホームページ https://akashi.hall-info.jp

090－4560－6588
（杉谷）

090－6733－0805
（米村）

日 曜 H 催物名 開場 開演 終演 入場料 主催者・連絡先 電話

アワーズホール・明石市立市民会館

中

23 木・祝

第14回明石童謡のつどい5 日

明和電機ナンセンスマシーンコンサートin明石

AKPフォルクローレフェスタ2023

大

中26 日

明石文化国際創生財団

明石童謡の会

10:45 11:15 16:45

13:15 14:00 16:00

12:30 13:00 15:30

AKP（明石ケーナプロジェクト）

無料
090－6603－8700

（武田）大 PRECIOUS　DANCE　FESTIVAL19 日 明石洋舞協会15:30 16:00 18:30

無料

無料

無料
(要整理券）

日 曜 催物名 開場 開演 終演 入場料 主催者・連絡先 電話

明石市立西部市民会館

13:30 14:00 15:00

13:30 14:00 16:00

9:45 10:00 16:00

スーパーキッズ・オーケストラ 明石公演5 日

日本歌曲コンクールin薬師寺 受賞記念コンサート

明石弦楽オペラ会がお届けする体験講座
「弦楽四重奏、弾いてみよう！」見学者募集
（※応募多数により体験者募集は終了しました）

25 土

18 土 090－6902－3150
（あべ）

078－936－7744
（TEL・FAX）

078－918－5085

明石文化国際創生財団 078－918－5085

明石弦楽オペラ会

安藤 勉

イベントスケジュール月2 イベントスケジュール

ペットボトル
お茶120円

1,200円
1,500円

  
500円

【前売】一般
【当日】一般
【こども】（3才～高校生）
前売当日とも

1,500円
2,000円

【前売】
【当日】

3,000円
2,500円
3,500円

  
1,000円

【前売】一般
しおさいクラブ
【当日】
【高校生以下】
前売当日とも

アートパフォーマンスユニット「明和電機」によるロボット（ナンセンスマシーン）コンサート。
子どもから大人までお楽しみいただけるライブパフォーマンスです。

明和電機ナンセンスマシーンコンサート in 明石

※2才以下ひざ上観賞無料。座席が必要な場合有料。

2/23
2023 

時　間

会　場

14:00 開演 （13:15 開場）

アワーズホール・明石市立市民会館　大ホール

【一般】 前売 3,000円 ／ 当日 3,500円
【しおさいクラブ】 前売のみ 2,500円
【高校生以下】 前売・当日とも 1,000円 （全席指定・税込）

木・祝

土佐信道プロデュースによる芸術ユニット。
青い作業服を着用し作品を「製品」、ライブを「製品デモンストレーション」と呼ぶなど、日本
の高度経済成長を支えた中小企業のスタイルで、様々なナンセンスマシーンを開発しライ
ブや展覧会など、国内のみならず広く海外でも発表。音符の形の電子楽器「オタマトーン」
などの商品開発も行う。����年�月には中国上海の美術館McaMで、初の大規模展覧会を
成功させた。����年�月には秋葉原「東京ラジオデパート」にて明和電機初の公式ショップ
「明和電機秋葉原店」をオープン。����年は豊川（愛知）で個展を開催。北京（中国）で全リ
モートで展示設営を行った「超常识创造力工场•明和电机学艺展」を成功させた。����年
はデビュー��周年を迎える。

２０２３年度　市民会館友の会「しおさいクラブ」

３月１日から会員申し込み受付開始！

新規会員申込の場合：入会金 500円　年会費 1,500円 ／ 継続会員申込の場合：年会費 1,500円のみ
主催公演での優先予約、チケットの割引購入、ご招待企画、イベントガイド「しおさい」の送付など会員特典が盛りだくさん！

詳しくは次号「しおさい３月号」に掲載いたします。

（予約制）

メインエントランスから2階へと続く
“スロープギャラリー”に作品を展示します。 

スロープギャラリー
（西部市民会館  展示スペース）

お弁当注文承ります！
（予約制）

1,000円 （税込） 700円 （税込）

※ご予約は1週間前まで 5個以上のご注文からお願いいたします。
※キャンセルは3日前の15時までにお願いいたします。（数の変更は前日まで承ります。）
※内容は仕入れにより変更する場合がございます。  ※お弁当箱のゴミの引き取り可。

※ご予約は1週間前まで 5個以上のご注文からお願いいたします。
※キャンセルは3日前の15時までにお願いいたします。（数の変更は前日まで承ります。）
※内容は仕入れにより変更する場合がございます。  ※お弁当箱のゴミの引き取り可。

TEL：090-5641-0950

予約注文のみとなります。

ご予算・お好みに合わせて、700円より
準備いたしますので是非ご相談くださいませ。CAFE

A K A S H I8
明石市民会館内
飲食店

展 示 作 品 募 集 中

12月後半：楽しい鉛筆画
坂本七海男

①営利を目的としない個人・団体・サークルの作品を展示
できます。

②ジャンルは問いませんが、公共施設にふさわしくないもの
は不可。

◎その他の条件、申込み方法は西部市民会館事務所までお
問い合わせください。  

③展示ケース:6ヵ所



明 石 市 民 会 館 イベ ントガ イド 明 石 市 民 会 館 イベ ントガ イド

明石 西部チケット販売所 ほか

明 石
市民会館

明石 西部チケット販売所 ほか

明 石
市民会館

明石 西部チケット販売所 ほか

明 石
市民会館

明石 西部チケット販売所 ほか

明 石
市民会館

明石 西部チケット販売所 ほか

写真（左）は昨年末の「舞台納め」の様子です。毎年、年内の最終開館日には舞台の神様に安全に舞台運営ができたことに感謝する「舞台
納め」を行います。今年も市民会館の舞台では、はたちのつどいやコンクール、ライブ・コンサートなどご利用いただいた皆さまから様々
なドラマが生まれることを楽しみにしています。
さて、新年明けてから早いもので1か月が経ちました。1月8日には恒例の「桂阿か枝の落語会」、1月15日には「日本の伝統文化に親し
む年始め」を開催し、2023年も好調にスタートしております！2月、3月もいろいろな公演がありますので是非チェックしてくださいね♪

募集!!
市民企画事業

募集!!
市民企画事

業

ⓒ2022｢瀬戸内寂聴99年生きて思うこと｣製作委員会

～ご来場のお客様へ～
新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、本記載にご留意・ご協力ください。 消毒手指の消毒マスクマスク着用 37.5℃以上
STOP！

37.5℃以上
STOP！

37
.5

※この情報は必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合がございますので、ご了承ください。・購入時または来場時に「お名前・ご連絡先」等をお伺いします。

瀬戸内寂聴99年生きて思うこと

夢いっぱいの子どもたちから音楽の贈り物。

 2022年度 市民ホール代替企画公演   Piano Duo Flower Concert
演奏曲 モーツァルト ／ 4手のピアノソナタK.358変ロ長調

メンデルスゾーン ／ アンダンテと華麗なるアレグロOp.92 ほか
演  奏 ピアノ：安岡 志歩、斎藤 優衣

2/5
日

2023 スーパーキッズ・オーケストラ明石公演

西 部
市民会館

西 部
市民会館

時  間
料  金

会  場 明石市立西部市民会館 ホール

14：00 開演 （13：30 開場）
【一般】 前売  1,200円 ／ 当日  1,500円
【こども】 前売・当日ともに 500円（3才から高校生以下）
　　　　（全席自由・税込）※3才から入場可

大正、昭和、平成、令和と4つの時代を生きた作家が語る。「恋」と「革命」その人生。
密着17年－。誰も知らない瀬戸内寂聴の金言と数々の秘蔵映像。

昨年7月、日本歌曲コンクール in 薬師寺でシニア賞を
受賞した記念コンサートを開催 します。 よく知られた
日本の曲を中心に外国の曲など二十数曲を歌唱予定！

3/10
金

2023 

時  間
料  金

会  場 アワーズホール・明石市立市民会館 大ホール

①10:30　②14:00 （各回30分前開場） 2回上映
【一般】 前売  900円 ／ 当日  1,300円、
60歳以上、障がい者  1,100円、中学生以上は同一料金。
【しおさいクラブ】  当日  900円
【小学生】  500円 （全席自由・税込）

3/18
土

2023 

時  間
料  金

会  場 明石市立西部市民会館 ホール

14：00 開演 （13：30 開場）
【一般】 前売・当日ともに  1,500円
【学生】 前売・当日ともに  1,000円 （全席自由・税込）

※未就学児入場不可　※学生は大学生以下

時  間
料  金

会  場 アワーズホール・明石市立市民会館 大ホール

14：00 開演 （13：15 開場）
【一般】 1,500円
【高校生以下】 500円  （全席自由・税込）
※未就学児入場不可 ※託児あり。要予約。
（3/10までに明石フィルハーモニー協会TEL:078-918-5085へ）

市民会館シネマ

明石フィルハーモニー管弦楽団
第32回定期演奏会

明石市立市民会館１階の飲食店舗
運営者を公募します。

広告募集中！
詳細はお問い合わせください。

明石 西部チケット販売所 ほか

西 部
市民会館

 山内惠介 コンサートツアー 20233/18
土

2023 

 ひとつぶのたねクラシックコンサート 「春うららコンサート」
演奏曲 サンサーンス／白鳥　パガニーニ（クライスラー編曲）／ラ・カンパネラ ほか
出演者 ヴァイオリン：福嶋 令奈　ピアノ：松尾 紗里

演奏曲 荒城の月／早春賦／見上げてごらん夜の星を
サンタルチア／誰も寝てはならぬ などなど

業務内容
一般市民及び来館者への軽食・喫茶などの
サービス（持ち帰りと店内飲食の併設も可）など

応募書類及び提出方法
①応募書類
   1.提案書（様式自由、A4判横書き5枚まで）
   2.価格を明示した具体的なメニュー表（写真可）
   3.会社概要および決算状況（法人などの場合）、
　　または店舗営業・経営履歴などの経歴書（個人の場合）

②提出期限
   令和5年2月1日（水）から
   令和5年3月10日（金）午後8時まで

●詳細は市民会館ホームページにてご確認ください。
アワーズネット

出演者  テノール：安藤勉／ピアノ：越智 惠

 ヴァイオリン：福嶋 令奈 ピアノ：松尾 紗里

3/11
土

2023 

時  間
料  金

会  場 アワーズホール・明石市立市民会館 中ホール

14：00 開演 （13：30 開場）
【小学生以上】 500円（全席自由・税込）

※未就学児無料

8年連続NHK紅白歌合戦出場の“演歌界の貴公子”山内惠介の明石公演！
時  間
料  金

会  場 アワーズホール・明石市立市民会館 大ホール

15：00 開演 （14：15 開場）
【一般】 7,200円
【しおさいクラブ】 7,000円  （全席指定・税込）

※未就学児入場不可 ※車イスでのご鑑賞をご希望される方は、チケットご購入後に
「ページ・ワン TEL06-6362-8122（営業時間：火・木曜日／11：00～16：00）」へご連絡ください。

市民会館プレイガイド 明石市民会館 飲食店舗募集！

市民会館だより

2023年度 アワーズホール・明石市立市民会館

□事業概要
・市民が自主的に企画した「明石文化芸術創生基本計画」に基づく文化芸術振興に寄与する舞台芸術公演。
・ジャンルは不問。
・開催場所は明石・西部市民会館から選択。
・採用された企画は市民会館との共同開催企画として実施。

□応募資格
・明石市近郊に在住、在勤、在学中の方（大学生以上）が企画提案者含め１名以上いること。
・団体・個人・国籍は不問。

□応募方法
・所定の申込用紙に記入の上、アワーズホール・明石市立市民会館に応募（持ち込みまたは郵送）。
 申込用紙は市民会館ホームページ「アワーズネット」からダウンロード。
□応募期間
   随時募集。応募いただいた順に審査、選定します。

あなたの思い描いた企画、実現してみませんか？
アワーズホール・明石市立市民会館では、市民の皆さまの情熱のあるイベント・素敵な夢のある
企画を募集し、開催に至るまで皆様の手で開催していただきます。
「どうやって進めたら良いのかわからない」「舞台裏の事は知らない事ばかり」など不安な事は市民会館が
全面的にバックアップし一緒に解決していきます。
音楽、演劇、ダンス、伝統芸能、etc … 規模・立地・風景の異なる施設であなたの夢を形にしてみませんか？
みなさまのアイデア、どしどしご応募下さい！

3/19
日

2023 

時  間
料  金

会  場 明石市立西部市民会館 ホール

14：00 開演 （13：30 開場）
入場無料（ただし入場整理券が必要）
※お申し込みは 【TEL・FAX】 078-936-7744（安藤）まで

第7回 安藤 勉 テノール独唱会2/25
土

2023 

▶▶ ▶▶


