
7/13金

主催事業 工藤静香
Acoustic Live Tour 2018
POP IN 私とピアノ......そしてあなた

 大ホール［開場］17:30／［開演］18:00　 

全席指定

前売           6,500円
当日料金  7‚000円

（すべて税込）

※未就学児入場不可
※前売券が完売の場合、当日券の販売はございません

主　 催：公益財団法人鴻巣市施設管理公社
企画制作：工藤静香 LIVE TOUR 実行委員会
協　 力：ポニーキャニオン

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

Pコード 1 1 4 - 4 8 2
・ぴあ

Lコード 7 1 1 7 5
・ローソンチケット

プレイガイド ク 花ぴ ロ

好評
発売中

CLEA KONOSU
Event Information

［　　　　　　　］［　　　　　　　］クレアこうのすクレアこうのす

街に笑顔と感動を。鴻巣市文化センター「クレアこうのす」がお届けするイベント情報誌

【編集・発行】公益財団法人鴻巣市施設管理公社 〒365-0032 埼玉県鴻巣市中央29-1 TEL：048-540-0540　E-mail：info@clea-konosu.com
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アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
第２2回定期演奏会　入場について

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ友の会
会員先行予約・お求め  一般予約・お求め（平成30年度入会会員番号（ID）が必要です。）

※個人会員は２枚まで。団体会員は２０枚まで。7月20日（金） 7月21日（土）より
電話予約　０５７０-６６６-５３４（10：00～18：00）
　※一部携帯電話、PHS、IP電話からはお受けできません。
　※通話料はお客様ご負担となります。
クレアこうのすHPからweb予約
　（会員登録が必要です※無料）
　http://clea-konosu.com/（10：00～24時間）
　引換え・お求め  ●クレアこうのすチケットセンター　営業時間9：00～18：00
　　　　　　　●お近くのセブンイレブン（※手数料がかかります）
窓口：クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）

電話予約　０５７０-６６６-５３４（10：00～18：00）
　※一部携帯電話、PHS、IP電話からはお受けできません。
　※通話料はお客様ご負担となります。
クレアこうのすHPからweb予約
　（会員IDと仮パスワードが必要となります。事前にご確認ください）
　http://clea-konosu.com/（10：00～24時間）
　引換え・お求め  ●クレアこうのすチケットセンター　営業時間9：00～18：00
　　　　　　　●お近くのセブンイレブン（※手数料がかかります）
窓口：クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）

※受付開始時刻には、アクセスが集中し回線が繋がりにくくなる可能性がございます。
※公演日当日のチケット受付は、混雑する可能性がございます。あらかじめ公演日より以前に、チケットをご入手いただくことをお勧めいたします。

入場無料【全席指定】
※入場チケットが必要です。（クレアこうのすチケットセンターにてご予約、お求めください）

10/5金  大ホール［開場］18:00／［開演］18:30　 

全席指定

入場無料
未就学児のご入場はご遠慮ください。

プログラム

都合により曲目・出演者を変更させていただく場合が
ございます。予めご了承ください。

■早川正昭／
　バロック風日本の四季
■L.v.ベートーヴェン／
　交響曲第6番へ長調「田園」作品68

弦楽合奏団
アンサンブル
鴻巣ヴィルトゥオーゾ
第22回定期演奏会

自主事業

コンサートマスター・お話
齋藤真知亜

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ

705

1122

※車椅子スペース
　４組あり
※注①
　D列６～10・23～27

は催し物によって設
置いたします。 次回発行は10月15日を予定しております

クレアこうのす自主事業等の公演時には、ホール前ロビー付近でその公演の関連物品（音楽商品・書籍等）
を観覧者へ販売するスペースを提供しています。観覧者へのサービスの一環として行っていますので、出店
のご希望がある場合は、申請してください。

◎自主事業等公演時の物品販売出店には申請が必要です

クレアこうのすには、大小の会議室やバンド練習ができる練習室もござ
います。ホールでコンサートや演劇をご鑑賞いただくほかにも、会議はも
ちろん研修会や勉強会、パーティー等でのみなさまのご利用もお待ちし
ております！ 詳しくは鴻巣市文化センター まで。

「クレアこうのす」を
使ってみませんか？

鴻巣市文化センター（クレアこうのす）
〒365-0032 鴻巣市中央29-1
TEL：048-540-0540／FAX：048-543-0640

※下記休館日は、文化センターとチケットセンターの業務はお休みとなります。あらかじめご了承ください。
６/2８（木）・7/25（水）・8/28（火）・9/27（木）・10/23（火）

※掲載した内容は申込があったイベントのみとなっており、平成30年５月末日現在のものです。※★印があるものは有料公演です。▲は入場チケットが必要です。
※開演時間未定の公演については、ご確認ください。※公演の時間・内容については、変更する場合がありますのでご了承ください。

＜7月〉

＜9月〉

＜8月〉

大ホール
2018.7.1 ▶ 2018. 10.31  EVENT CALENDAR

小ホール

第59回埼玉県吹奏楽コンクール中学校南部地区大会★

ダンスイベント★

埼玉県立鴻巣高等学校 平成30年度 第1回学校説明会

九十九会カラオケ発表会

榊原音楽教室ピアノ発表会

埼玉県立大宮光陵高等学校管弦楽団　第32回定期演奏会

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

問スウィン鴻巣スポーツクラブ ☎048-542-1104

問埼玉県立鴻巣高等学校 ☎048-541-0234

問九十九会 ☎048-596-1453

問榊原音楽教室 ☎048-541-9575

問埼玉県立大宮光陵高等学校 ☎048-622-1277

［開演時間］10:00

［開演時間］16:30

［開演時間］10:00

［開演時間］9:30

［開演時間］14:00

［開演時間］13:30

工藤静香Acoustic Live Tour 2018★ 

第22回おやじバンドコンサートin鴻巣

鴻巣市立鴻巣中学校吹奏楽部第26回定期演奏会

F合同カラオケ発表会

「おとうさんといっしょ」レオてつコンサート★

第59回埼玉県吹奏楽コンクール中学校南部地区大会★

第59回埼玉県吹奏楽コンクール中学校南部地区大会★

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問おやじバンドコンサートin鴻巣実行委員会委員長 成澤 隆 ☎090-2495-8401

問鴻巣市立鴻巣中学校吹奏楽部 ☎048-541-0272

問F合同カラオケ連盟 ☎090-4534-5404

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

問埼玉県吹奏楽連盟 ☎048-832-0162

［開演時間］18:00

［開演時間］13:30

［開演時間］13:00

［開演時間］10:30

［開演時間］①11:00 ②14:00

［開演時間］11:50

［開演時間］10:00

音楽発表会

靴と衣料品の展示販売

靴と衣料品の展示販売

歌声コンサート3★

ピアノ発表会

鴻巣地区保護司会更生保護女性会合同研修会

鴻巣OPERA LIRICA主催 オペラ名場面コンサート★

リトルピアノコンサート ピアノ発表会

ピアノ発表会

ウィッグ（かつら）の展示即売会

ヴィルトゥオーゾ音楽の森・夏 夫婦？愛音？ヴァイオリン★

Soave「ピアノ発表会」

鴻巣市立鴻巣西中学校吹奏楽部定期演奏会

うたえ！鴻巣ほっとパーク歌う会★

鴻巣市立鴻巣北中学校吹奏楽部定期演奏会

こころとピアノ教室発表会＆BrilliantConcert

問佐藤 ☎090-9154-0740

問ファッションプラザ チマヤ ☎027-388-3814

問ファッションプラザ チマヤ ☎027-388-3814

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問八木リトミック音楽教室 ☎048-541-5101

問鴻巣市福祉課 ☎048-541-1334

問鴻巣OPERA　LIRICA  ☎050-5327-3661

問リトルピアノコンサート

問マルカート ☎０４８-５４８-１５７３

問㈱ユキ ☎052-459-7030

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問Soave ☎048-596-2165

問鴻巣市立鴻巣西中学校 ☎048-542-4261

問うたえ！木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問鴻巣市立鴻巣北中学校吹奏楽部 ☎048-596-3428

問clair音楽教室 ☎090-6941-5224

［開演時間］14:30

［開演時間］10:00

［開演時間］10:00

［開演時間］14:00

［開演時間］13:30

［開演時間］13:30

［開演時間］18:00

［開演時間］14:00

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］1５:00

［開演時間］①10:20 ②13:45

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］13:30

［開演時間］12:3０

1

3

4

5

7

9

14

15

16

17

21

22

26

27

28

29

（日）

（火）

（水）

（木）

（土）

（月）

（土）

（日）

（月）

（火）

（土）

（日）

（木）

（金）

（土）

（日）

市民リフォーム祭

市民リフォーム祭

天神地区敬老会

眞鍋華子マリンバリサイタル★

第19回フラワーコンサート「バロック音楽の調べ」★

うたえ！鴻巣ほっとパーク歌う会★

国際ジャナリスト伊藤千尋の憲法九条の講演とアトラクション★

中国映画上映「レッドクリフPart2」＆渡邉義浩氏「三国志講演会」★

問㈱ハウスドゥ ☎048-773-3119

問㈱ハウスドゥ ☎048-773-3119

問天神自治会・太平住宅団地自治会

問メールアドレスhanaconcert@yahoo.co.jp

問フラワーコンサート実行委員会 ☎080-3014-5383（吉田）

問うたえ！木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問鴻巣・憲法九条の会 佐藤正八 ☎048-541-2072

問鴻巣市日中友好協会 会長 臼田誠躬 ☎048-596-5373

［開演時間］10:00

［開演時間］10:00

［開演時間］13:00

［開演時間］14:30

［開演時間］16:00

［開演時間］10:00

［開演時間］14:00

［開演時間］12:30

1

2

16

23

24

28

29

30

（土）

（日）

（日）

（日）

（月）

（金）

（土）

（日）

＜10月〉
横田美穂フルート教室発表会

コミュニティ講演会「サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい」

タニタ楽器ピアノコンクール予選会

タニタ楽器ピアノコンクール予選会

認知症予防講演会☆いきいき健康生活☆始めよう！認知症予防

うたえ！鴻巣ほっとパーク歌う会★

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］14:00（要申込）

［開演時間］10:00

6

13

13

14

15

26

（土）

（土）

（土）

（日）

（月）

（金）

13

15

21

22

29

30

31

（金）

（日）

（土）

（日）

（日）

（月）

（火）

1

5

18

19

25

26

（水）

（日）

（土）

（日）

（土）

（日）

東京農業大学第三高等学校吹奏楽部定期演奏会

鴻巣市文化団体連合会 舞踊おさらい会

鴻巣吹奏楽団 第32回定期演奏会

埼玉県吹奏楽連盟南部支部 吹奏楽研究発表会

埼玉県吹奏楽連盟南部支部 吹奏楽研究発表会

埼玉県吹奏楽連盟南部支部 吹奏楽研究発表会

埼玉県吹奏楽連盟南部支部 吹奏楽研究発表会

第13回定期演奏会★

大橋純子 コンサート★

太鼓祭り in さいたま 第4回埼玉県大会★

吉田兄弟＆レ・フレール スーパーデュオコンサート★

問埼玉県吹奏楽連盟

問埼玉県吹奏楽連盟

問埼玉県吹奏楽連盟

問埼玉県吹奏楽連盟

問鴻巣フィルハーモニー管弦楽団 ☎048-597-2850

問MIN-ONインフォメーションセンター ☎03-3226-9999

問（一財）日本太鼓協会 ☎048-543-1677

問クレアこうのす ☎048-540-0540

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］14:00　　　　（高校生以下無料）

［開演時間］18:30

［開演時間］13:00

［開演時間］18:00

問東京農業大学第三高等学校吹奏楽部☎0493-24-4611

問鴻巣市文化団体連合会 ☎048-541-0155

問鴻巣吹奏楽団（松本宅） ☎048-543-0884

問エクセラ・カルチャースクール ☎048-591-3359

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問㈱タニタ楽器 ☎048-522-5507

問㈱タニタ楽器 ☎048-522-5507

問鴻巣市長寿いきがい課 ☎048-541-1321

問うたえ！木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

3

7

10

11

17

21

25

30

30

（土）

（水）

（土）

（日）

（土）

（水）

（日）

（金）

（金）

1

15

22

27

28

30

（日）

（日）

（日）

（金）

（土）

（月）

空手大会

出張！ランドセル館

ピアノ発表会

問スウィン鴻巣スポーツクラブ ☎048-542-1104

問㈱神田屋鞄製作所 ☎03-3986-3731

問渡辺音楽教室 ☎048-541-3648

［開演時間］13:30

［開演時間］10:00

［開演時間］14:15

4

5

11

（土）

（日）

（土）

うたえ!鴻巣ほっとパーク歌う会★

みんなで楽しもう音楽会
問うたえ!木曜ほっとパーク ☎048-728-2421

問ジャズコミュニティフレンズ ☎0280-32-1150

［開演時間］10:00

［開演時間］10:00

24

25

（金）

（土）

エレクトーンフェスティバル2018アンサンブル演奏部門★

エレクトーンフェスティバル2018アンサンブル演奏部門★

チャリティー関東歌謡連盟歌と踊りの祭典キム・ヨンジャ歌謡ショー★

劇団東少ミュージカル「アルプスの少女ハイジ」★

西川スタジオ35周年発表会

問㈱タニタ楽器 ☎048-522-5507

問㈱タニタ楽器 ☎048-522-5507

問関東歌謡連盟 ☎0480-85-0146

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問西川スタジオ ☎048-541-0767

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］9:15

［開演時間］14:00

［開演時間］9:50

16

17

23

24

30

（日）

（月）

（日）

（月）

（日）

＜10月〉
アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ第22回定期演奏会▲

埼玉県立鴻巣高等学校吹奏楽部第44回定期演奏会

第13回鴻巣マジックフェスティバル

JAPANミュジックユニオン 段位認定！！ 発表会

鴻巣地区地域安全暴力排除推進総決起大会

鴻巣市立鴻巣南中学校合唱コンクール

鴻巣市立鴻巣西中学校　合唱祭

鴻巣市立川里中学校・文化祭（弁論大会・合唱コンクール・その他）

埼玉県立鴻巣高等学校創立100周年記念式典（関係者のみ）

鴻巣市立鴻巣北中学校校内合唱コンクール

鴻巣市立赤見台中学校合唱コンクール

鴻巣市立鴻巣中学校合唱コンクール

鴻巣市立吹上中学校校内音楽祭（関係者のみ）

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問埼玉県立鴻巣高等学校吹奏楽部 ☎048-541-0234

問鴻巣マジック同好会

問JAPANミュジックユニオン 埼玉本部 ☎048-569-0427

問鴻巣地区防犯協会 ☎048-541-3888

問鴻巣市立鴻巣南中学校 ☎048-542-2861

問鴻巣市立鴻巣西中学校 ☎048-542-4261

問鴻巣市立川里中学校 ☎048-569-0009

問埼玉県立鴻巣高等学校創立１００周年記念事業実行委員会 ☎048-541-0234

問鴻巣市立鴻巣北中学校 ☎048-596-3428

問鴻巣市立赤見台中学校 ☎048-596-6002

問鴻巣市立鴻巣中学校 ☎048-541-0272

問鴻巣市立吹上中学校 ☎048-548-0051

［開演時間］18:30

［開演時間］

［開演時間］13:00

［開演時間］9:20

［開演時間］14:00

［開演時間］

［開演時間］10:20

［開演時間］9:15

［開演時間］13:00

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］未定

［開演時間］10:10

5

7

8

14

15

17

19

20

27

28

29

30

31

（金）

（日）

（月）

（日）

（月）

（水）

（金）

（土）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

＜9月〉
太鼓祭inクレアこうのす第12回東日本大会★

さくまひできコンサート2018★

2分の1成人式　式典

鴻巣幼稚園創立65周年記念ファミリーコンサート（関係者のみ）

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問クレアこうのす ☎048-540-0540

問一般社団法人 鴻巣北本青年会議所 ☎048-542-4168

問鴻巣幼稚園 ☎048-541-0575

［開演時間］13:00

［開演時間］17:00

［開演時間］14:00

［開演時間］

2

8

9

15

（日）

（土）

（日）

（土）

＜7月〉

＜8月〉

ウスダ マサミ



CLEA

※サービス利用料とコンビニ発券手数料が別途掛かります。

0570-666-534
クレアこうのすチケットセンター ローソンチケット

●クレアこうのすチケットセンター
　（窓口営業時間 9：00～18：00）

電話受付（10：00～18：00）
※一部携帯電話、PHS、IP電話からは受付できません。
※通話料はお客様ご負担となります。 0570-02-9999 0570-084-003

●▼ プレイガイド

※一部オンライン予約を取り扱わない公演もございます。

※一部オンライン予約を取り扱わない公演もございます。

※24時間対応／予約初日は10：00～

●クレアこうのすチケットセンター（9：00～18：00）

下記窓口で直接購入・引取いただけます

●セブンｰイレブンｰジャパン（初日 10：00～24H）

●チケットぴあのお店
　（店舗により営業時間は異なります）

●セブンｰイレブンｰジャパン（24時間対応）
※発売初日は10：00～

●サークルK・サンクス（あさ5：30～深夜2：00）
※発売初日は10：00～

インターネット

電話予約

窓口販売

インターネット

電話予約

窓口販売

窓口引取

http://l-tike.com/

http://eplus.jp/

※24時間対応／予約初日は10：00～

※24時間対応／予約初日は10：00～

0570-000-407
※オペレーター対応10：00～20：00
※ローソン・ミニストップ店頭Loppi
　初日は10：00～24時間対応

インターネット

インターネット

電話予約

ク ぴ

TEL.080-5006-8744
（一般発売日～※直接購入のみ）

花吉（道の駅いちごの里よしみ内）花

（一般発売日～※直接購入のみ）
TEL.048-569-3811

花久の里
● チケットのお引き換え場所は、必ずオペレーターにご確認くださ
い。● チケット引き取りの際に必要ですのでメモをご用意ください。
●ご予約後は引き取り期限までにお引き換えください。● チケット
ぴあ・ローソンチケットでのご予約はコード番号を入力していただく
とスムーズです。

ロ

イープラス

●▼ プレイガイド

2018年7月～10月 クレアこうのすイベント情報

7/29日

主催事業「おとうさんといっしょ」
 レオてつコンサート

 大ホール［開場］①10：30　②13：30／［開演］①11：00　②14：00 7/21土

自主事業

 小ホール［開場］14：30／［開演］15:00　 

夫婦？愛音？ヴァイオリン
ヴィルトゥオーゾ音楽の森・夏
弦楽合奏団アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ団員による
トーク＆コンサート

出演：齋藤真知亜（アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾコンサートマスター）
　　　齋藤律子（アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾヴァイオリン）

全席自由

一　般    　2,000円
U-25チケット    1‚000円

（すべて税込）

電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

※U-25チケット：25歳以下の方対象の
チケットです。当日　入場時、年齢確認が
できる証明証をお持ちください。
※4歳以上入場可

・W.Aモーツァルト ： ２台のヴァイオリンのための「トルコ行進曲」
・A.イグデスマン ： 「もうひとつのトルコ行進曲」
・J.S.バッハ ： シャコンヌ（２台のヴァイオリンのための）  ほか

※都合により、曲目・出演者等を変更させていただく場合がございます。予め
ご了承ください。

予定曲

アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾ
友の会 会員
※U-25チケットは対象外 5割引

プレイガイド ク

め　　お　　と

アンサンブル鴻巣
ヴィルトゥオーゾ
友の会 会員
※U-25チケットは対象外

5割
引

齋藤真知亜
（ヴァイオリン）

齋藤律子
（ヴァイオリン）

主催：㈱さくまミュージックオフィス
協力：スーパーケンゾー、羽生モータースクール、ファイブイズホーム、アロハガス
後援：FM NACK5/テレ玉

※１歳以上有料

主催：公益財団法人
　　　鴻巣市施設管理公社
制作：NHKエデュケーショナル　

全席指定

2,500円（税込）

たい せ いくん 、
ゆ め ち ゃ ん 、
シュッシュ、ポッポ、
パンタン駅 長が
鴻巣へやってくる！

番組でおなじみの「レオてつコンサート」の
特別編をやっちゃうよ。みんなで一緒に楽しもう！

プレイガイド

電話番号等はプレイガイドを
ご参照ください。

Pコード 6 3 8－9 5 5
・ぴあ

Lコード 3 2 4 0 9
・ローソンチケット

オンライン会員
割引対象公演 10OFF%

ク 花ぴ

ⓒNHK

ロ

POP IN 私とピアノ......そしてあなた

好評
発売中

好評
発売中

全席自由

前売   1,500円
当日   2‚000円

（すべて税込）

主催事業

 小ホール［開場］13:30／［開演］14:00　 7/5木

歌声コンサート3
歌って健康！！

杉山
 公章の

歌詞はスクリーンに表示されます。

好評
発売中

プレイガイド

全席自由

前売 5,000円
当日 5‚500円

（すべて税込）

プレイガイド

 大ホール［開場］12:30／［開演］13:00　 9/2日

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

主催：月光レコーズ

6/30土

共催事業美根ゆり香 CONCERT
2018 ㏌ クレアこうのす

 小ホール［開場］17:30
　　　　［開演］18:00　 

9/8土

共催事業さくまひでき
コンサート2018

 大ホール［開場］16:30
　　　　［開演］17:00　 

好評
発売中

好評
発売中

・店 頭     9:00～18:00
・TEL   10:00～18:00
・インターネット 10:00～24H

◎一般発売日 5 ⁄ 19(土)

ク 花

全席自由

前売 2,500円
当日 3‚000円

（すべて税込）

プレイガイド

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

ク プレイガイド

ク

9/2日

太鼓祭 in クレアこうのす
第 12 回東日本大会

 大ホール［開場］12:30
　　　　［開演］13:00　 

プレイガイド ク
電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

共催事業

平成30年10月13日（土）10：00～11:30日　時

鴻巣市文化センター　小ホール会　場

（公財）鴻巣市施設管理公社主　催

200人（定員を超えた場合は、入場をお断りすることがあります）定　員

手話通訳・要約筆記有その他

10/13土  小ホール［開場］9:30／［開演］10:00　

全席自由 入場無料 予定講演時間 約1時間30分（休憩なし）

アニメ「サザエさん」での生真面目で人の良いマ
スオさん役の声優としてお馴染み。劇団東京ルネッサンスの代
表として、若手の育成にも注力している。一方、『マスオさんの
みそづくり指南』を執筆するなど、趣味の味噌づくりを通じた
ナチュラリストとしても活動している。

講師経歴

平成30 年度 コミュニティ講演会
サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい 
平成30 年度 コミュニティ講演会
サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい 
講 師　増岡 弘 （声優・俳優）講 師　増岡 弘 （声優・俳優）

ますおか ひろし

主催事業

◎一般発売日

5 ⁄23(土)

主催：一般財団法人日本太鼓協会
共催：公益財団法人鴻巣市施設管理公社

お一人様　5枚まで

全席指定

S席　1,800円
A席　1‚500円

（すべて税込）

※発売日初日の店頭発売はござい
　ません。
※初日で完売の場合、翌日からの
　店頭発売はございません。
※電話・オンラインでは座席指定が
　できません。

プレイガイド
電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

◎一般発売日 7⁄7(土)

［開場］13:30／［開演］14:00 大ホール 

劇団東少ファミリーミュージカル

『アルプスの少女ハイジ』
～子どもの心にひろがる愛と友情の物語～

電話番号等はプレイガイドをご参照ください。

プレイガイド

ク 花ぴ ロ

Pコード ４８７-１０２●ぴあ
Lコード 3 4 3 7 2●ローソンチケット

全席指定

大人         1,000円
高校生以下 500円

（すべて税込）

◎一般発売日 6 ⁄23(土)

主催事業

正木慎也
（セバスチャン）

小川麻琴
（ハイジ）

中山麻理
（ロッテンマイエル）

9/24月振

あらすじ

（平成２９年度入会会員番号（ID）が必要です。）

入場無料【全席指定】
※入場チケットが必要です。（クレアこうのすチケットセンターにてご予約、お求めください）

チケット購入者限定企画

バックステージツアー！！ ～わくわくドキドキの舞台裏ご案内～
◆お申込先着50名様（チケット購入済で6歳以上の方）
◆クレアこうのすへお申込ください（048-540-0540）9:00～18:30
◆公演当日12:45スタート（クレアこうのす大ホールロビーにお集まりください）

 大ホール［開場］17:30／［開演］18:00　 

　ハイジはゲーテおばさんに連れられ、アルプスのアルムじいさんに預けられ
ました。自然いっぱいのアルプスをハイジは大好きに。ところが何か月がたち、
ゲーテおばさんは、ハイジをフランクフルトのゼーゼマン家へ連れていきまし
た。ハイジは、足の不自由なクララや家庭教師のロッテンマイエル、執事のセ
バスチャンと生活することに。いつでも明るいハイジをクララは大好きになり
ました。
　ところが、ハイジはアルプスへの恋しさから、帰りたくて夜中に寝ぼけて歩
き回るようになってしまいました。ゼーゼマンはハイジの気持ちを察して、ハ
イジをアルプスに帰らせることにし、クララも一緒に行かせることにしました。
ふたたび山小屋に帰ってきたハイジは元気になり、「クララが自分の足でたって
ほしい」とクララの歩く練習を手伝います。
　歩くことをあきらめていたクララですが、ハイジの気持ちがクララに伝わり、
奇跡がおこります。


