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【応募資格】  ※下記全ての条件を満たす方に限ります
①当財団の主催する事業・イベントに参加していただけること、ま
たは紹介する市民団体等のイベントに参加していただけること

②文化芸術活動を行うアーティスト（個人・団体）であること
③アーティストとして継続的な表現・創作活動を行っていること、ま
たは行っていく意思があること

④指導者クラス以上であること（プロ・アマ不問）
⑤当財団や市原市民の依頼に応じて、公演及びワークショップ等
の活動が実施可能であること

【応募方法】
　登録票に必要事項を記入し、窓口にお持ち
　いただくか、送付してください（登録票は下記ＨＰで
　ダウンロード可能、または窓口でも配布しています）
【問合せ】
公益財団法人 市原市文化振興財団 文化振興班
☎0436-２２-７１１１　http://ichiharahall.or.jp

いちはらをもっと元気にするための
アーティスト登録・紹介制度です
いちはらをもっと元気にするための
アーティスト登録・紹介制度です

【アーティストをお探しの方】
当財団がアーティストをご紹介します！お気軽にお問い合わせください。

音楽・演劇・舞踊・古典舞踊・民俗芸能・バレエ・ダンス・美
術・アニメ・文学・落語・漫談・講談・浪曲・歌唱・能・狂言・伝
統工芸・工芸・手芸・茶道・華道・書道・囲碁・将棋・コン
ピュータ等を使用した芸術　etc

おんぷおんぷ

募
集
ジ
ャ
ン
ル

☎0436-25-7077
☎0436-21-1061
☎0436-66-0083
☎0436-61-0069

BOOKSワールド（アピタ市原店内）
豊倉園本店（五井）
齋藤書店（有秋プラザ内）
藤田陶器店（姉崎駅通り）

☎0570-043-043
☎0570-084-003

市原市市民会館チケットセンター
ローソンチケット

☎0570-02-9999

http://eplus.jp

チケットぴあ

e＋（プラス）

☎0436-50-2312
☎0436-42-3424
☎0436-92-1801

ちはら台コミュニティセンター
菊間コミュニティ・保健福祉センター
深山文具店（牛久駅前）

※販売予定枚数を終了した時点で予約受付終了となります

■会　場／市原市市民会館 大ホール
■開　場／１２：３０ ■開　演／１３：００
■出　演／いちはらArtists Power登録アーティスト7組
　　　　　ゲスト　ダンディ坂野 
　　　　　アシスタント　緑川静香　
　　　　　　　　　　　 シンプル（お笑いコンビ）
■定　員／1,500名
■入場方法／無料（要入場整理券）
　　　　　　　　　※未就学児童入場不可
　　　　　　　　　※当日満員の場合は、入場をお断りする場合があります。

■入場整理券／市民会館ほか下記施設にて配布中
　　　　　　　　市内公民館・市内コミュニティセンター・
　　　　　　　　市原市中央図書館・サンプラザ市原

■お問合せ／公益財団法人 市原市文化振興財団　
　　　　　　☎0436-22-7111

3 20
月・㊗

無 料（要入場整理券）
いちはらをもっと元気に・・・
市原市文化振興財団～Dream Concert～

※「まちくる！」とは、文化芸術アーティストの方々と、市原
のまちをくるっとまわりながら、文化芸術の力で「いち
はら」をもっと元気にすることを目指したプロジェクト
です。

■会　場／市津公民館
■開　演／１４：００
■出　演／大内晴美（ヴァイオリン）
　　　　　清水けい子（フルート）
　　　　　佐篠裕子（ピアノ）
■曲　目／花のワルツ（チャイコフスキー）
　　　　　望郷のバラード（ポルムベスク）
　　　　　恋（星野源）
　　　　　真田丸（服部隆之）　他（予定）
■定　員／90名
■入場方法／当日直接会場へ
　　　　　　　　　※当日満員の場合は、入場をお断りする場合があります。

■お問合せ／公益財団法人　市原市文化振興財団
　　　　　　☎0436-22-7111

3 26
日

まちくるvol.12
春のアンサンブルコンサート 無　料

会館 ぴ
ロ e+

※会館初日は電話予約のみ

■会　場／市原市市民会館 大ホール
■開　場／17：00 　■開　演／17：30
■出　演／エレファントカシマシ
■料　金／指定席 6,900円（税込）
　　　　　　　　※入場制限 ：３歳以上チケット必要
　　　　　　　　※予約枚数制限 お一人様４枚まで
　　　　　　　　※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください。

■お問合せ／市原市市民会館チケットセンター ☎0570-043-043
　　　　　　ＤＩＳＫ ＧＡＲＡＧＥ ☎050-5533-0888
■プレイガイド　　　（４/２（日）以降）
　　　　　　　　　Ｐコード：３２１-３４０
　　　　　　　　　Ｌコード：７５９９５
　　　　　　　　　　
　　  

4 23
日
エレファントカシマシ

30th ANNIVERSARY TOUR 2017”THE FIGHTING MAN”
発売日 4月1日㈯ 

ＡＭ10：00～

※入場制限 ：小学生以上有料。未就学児童入場不可。
※予約枚数制限 お一人様 ４枚まで
※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください。

©　　　　　　　　　　　

■会　場／市原市市民会館 大ホール
■開　場／①１４：００ ■開　演／１５：００
　　　　　②１８：００ ■開　演／１９：００
■出　演／i☆Ris 
■料　金／全席指定 ６，８００円（税込）

■お問合せ／市原市市民会館チケットセンター
　　　　　　☎0570-043-043
　　　　　　キョードー東京 ☎0570-550-799
■プレイガイド　　　 （3/5（日）以降）　　　
　　　　　　　　　　Ｐコード ：323-635　　　
　　　　　　　　　　Ｌコード ：76834
　

4 9
日

☎0436-20-9977
※予約制限枚数 １コール4枚まで
※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください

●市原市市民会館チケットセンター
　（オペレーター対応　9：00～17：00）
　☎0570-043-043
　http://ichiharahall.or.jp

お問合せ

財団イベントガイド
feel the culture

■会　場／市原市市民会館 大ホール
■開　場／①１１：３０ ■開　演／１２：００
　　　　　②１６：３０ ■開　演／１７：００
■出　演／ダンススクール・サークル等の全20団体 
　　　　　　　　※第１部・第２部 各10団体（下記参照）

■料　金／全席指定 ２５０円（税込）
　　　　　　※第１部と第２部は完全入替制です。（チケットはそれぞれに必要です。）
　　　　　　※４歳以上有料（４歳未満は、大人１名につき、１名膝の上で無料です。）
■お問合せ／市原市市民会館チケットセンター
　　　　　　☎0570-043-043
■プレイガイド

3 5
日

ICHIHARA ストリートダンス イベント
ZONE vol.12 完　売

■会　場／市原市南部エリア
■開催期間／平成29年４月8日（土）～5月14日（日）
■料　金／
【前売り期間】一般（市民）　1,500円（税込）
　　　　　　一般（市外）　1,700円（税込）
　　　　　　学生　　　　1,000円（税込）
【会期中期間】一般　　　　2,000円（税込）
　　　　　　学生　　　　1,000円（税込）
■主　催／いちはらアート×ミックス実行委員会
■お問合せ／いちはらアート×ミックス実行委員会事務局
　　　　　　（市原市経済部芸術祭推進課内）
　　　　　　☎0436-50-1160
■プレイガイド

4 8
土～ ＩＣＨＩＨＡＲＡ ＡＲＴ × ＭＩＸ 2017

会館
会館

http://ichihara-artmix.jp/

4／1発売初日特電

市内プレイガイド
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■会　場／市原市市民会館 大ホール
■開　場／１７：３０　　■開　演／１８：３０
■出　演／倖田來未
■料　金／一般指定席 ８，６００円（税込）
　  ※入場制限 ：小学生以上有料。
　  （小学生未満のお子様でも座席が必要な場合は、チケットが必要となります。）
　  ※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください。
■お問合せ／市原市市民会館チケットセンター
　　　　　　☎0570-043-043
■プレイガイド　　　（３/１２（日）以降）　　　
　　　　　　　　　Ｐコード：３１７-８１５
　　　　　　　　　Ｌコード：７２５４３
　　　　

7 14
金

KODA KUMI LIVE TOUR 2017
～W FACE～

i☆Ｒｉｓ
3rd Live Tour 2017 ～Fan+6=∞～（ファンタスィックスインフィニティ）

発売日 ３月11日㈯
ＡＭ10：00～

発売日 ３月4日㈯
ＡＭ10：00～

■会　場／市原市市民会館 大ホール
■開　場／①１１：００ ■開　演／１１：３０
　　　　　②１４：００ ■開　演／１４：３０
■出　演／キャラクター：トーマス、パーシー、ヒロ、ハロルド、
　　　　　　　　　　　  ジェームス
　　　　　キャスト：ケン、キャサリン、トップハム・ハット卿、
　　　　　　　　　  機関士たち
■料　金／全席指定 ２，５００円（税込）
　　※２歳以上有料、２歳未満でも座席が必要な場合は有料。膝上鑑賞は１名のみ無料。
　　※予約制限枚数 １コール６枚まで
　　※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください
■お問合せ／市原市市民会館チケットセンター 
　　　　　　☎0570-043-043
■プレイガイド　　　（4/9（日）以降）
　　　　　　　　　Ｐコード：457-571
　　　　　　　　　Ｌコード：35448
　　　　　　　各市内プレイガイド　

7 30
日

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル
ソドー島のたからもの

※会館初日は電話予約のみ

※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください

会館
ぴ
ロ

e+

会館
ぴ
ロ

発売日 4月8日㈯
ＡＭ10：00～

4／8発売初日特電 ☎0436-20-9933
※会館初日は電話予約のみ※予約枚数制限　１コール6枚まで

※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください

【出演団体】 
（第１部）1. DOUBLE HEAD & TEAM CHIKA　
　　　 2. GROW-UP Kids  
　　　 3. GROW-UP　
　　　 4. Dance Stadium POSITIVE　
　　　 5. HIROE’S STUDIO 
　　　 6. PICK ACTION
　　　 7. STARS　
　　　 8. All Joy Dance Studio D・M・K　
　　　 9. KDS 
         10. NEXT CREW
（第２部）1. WHITE HAT　　  2. 黒猿　
　　　 3. Million Dollar     4. Studio United　  
　　　 5. RED BIKKEZ　    6. DOUBLE BACK　
　　　 7. MAIN BLACK　   8. NELSON
　　 　9. STAY RULEZ　  10. エボリューション

好評発売中

※会館初日は電話予約のみ
☎0436-20-9933

※予約制限枚数 １コール4枚まで
※電話予約はトーン信号の出る、プッシュ式の電話機からおかけください

3／4発売初日特電

市原市市民会館　　 ☎0436-20-9922
キョードー東京　　 ☎0570-089-980
チ ケットぴ あ　　 ☎0570-02-9855
ローソンチケット　　 ☎0570-084-634

 

3／11発売の初日特電
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