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公演・施設情報などを発信します。ぜひフォローしてください！

　昨年、たくさんのご応募をい
ただいた「いちはら俳句チャレン
ジ」。今年も皆さまからの作品を
募集します！
　テーマは「夏休み」。
　市内在住、在勤、在学の小学
生以上であれば、どなたでも参
加することができます。
　作品の選者は各種メディアで
活躍中の俳人・夏井いつきさん。
　選ばれた入賞作品は、夏井い
つきさんが動画で講評してくれま
す。
　「夏休み」というテーマから、どんな情景や出来事が思い浮かびま
すか？
　目で見て、耳で聴いて、心で感じたことを十七音に込めて、表現
してみましょう。
　皆さまからのご応募をお待ちしております。
　詳細は、左記財団イベントガイドをご確認ください。

　伝統と文化を楽しく学べ、体験ができる「文化芸術ワークショップ」
を市原市市民会館で開催します。
　７月２４日（日）は会議室で『工芸』『いけばな』『短歌』『俳句』、
８月２０日（土）は大ホールで『フラダンス』『和太鼓・沖縄エイサー
太鼓』、小ホールで『筝（こと）』『民謡太鼓・唄』の体験ができます。
　講師は市原市文化祭をはじめ、さまざまな文化活動を展開している
市原市文化団体連合会の皆さん。各団体で受け継がれてきた技術や
魅力、楽しさを後世に伝えています。
　体験を通して、文化芸術の新しい発見をしてみませんか！
　皆さまのご参加、お待ちしております。
　詳細は、左記財団イベントガイドをご確認ください。

　９月３日（土）市民会館大ホールで『Ｋバレエダンサーによる経験
者のためのバレエレッスン』を開催します。
　英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパル（主席ダンサー）として世
界の頂点を極めたバレエダンサー熊川哲也さんが率いるＫバレエの講
師から実践的なレッスンが受けられます。
　ゲストダンサーはＫバレエ・プリンシパル日髙世菜さん、ソリスト岩
井優花さん。
　国内外で目覚ましい活躍を続けるＫバレエ。
　プロフェッショナルなバレエ団から学べる貴重なチャンスです！
　対象は、小学校
５年生以上 20 歳
以下の方でバレエ
レッスンを１年以上
経験した方、それ
に相当する方で
す。
　詳細は、左記財
団イベントガイドを
ご確認ください。

　7月30日（土）・31日（日）に市民会館探検ツアーを開催します。
　市民会館ホールは、コンサートや各種発表会など、さまざまなイベ
ントが行われます。
　その舞台裏が、どんな仕組みになっているのか気になりませんか。
　「照明の色はどうやって変えるの？」
　「音はどんなふうに聞こえるの？」
　そんな疑問の答えが見つかるかもしれません！
　さまざまな装置がある舞台やステージを彩る照明、マイクを使った
音の変化など、ホールを探検しながら楽しく学べますよ。
　探検ツアーでは小学生以上の方を対象に、ホールには必要不可欠
な舞台・照明・音響の体験ができます。
　夏休みに、みんなで楽しい思い出を作りましょう。
　詳細は、市民会館ホームページをご確認ください。

十七音に思いを込めて
　　 いちはら俳句チャレンジ

不思議がいっぱい！ ホールの舞台裏
　　市民会館探検ツアー

Ｋバレエダンサーに学ぶ
経験者のためのバレエレッスン

伝統文化を身近に感じよう
「文化芸術ワークショップ」開催

vol.26

いちはら文化振興だより

おんぷ



●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
　https://ichiharahall.or.jp

お問合せ

財団イベントガイド

市原市市民会館チケットセンター
https://piagettii.s2.e-get.jp/1hara_tk/pt/ 
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■参加資格／市原市在住、在勤、在学の小学生以上
■テーマ／夏休み
■投句数／一人２句まで
■料金／無料
■部門／（1）一般の部　（2）小・中学生の部
■入賞者数／（1）最優秀賞　各部門 １名
　　　　　　（2）優秀賞　　各部門 ５名
■賞品／（1）最優秀賞
　　　　①一般の部　　 （クオカード２万円・夏井いつきサイン入り著書）
　　　　②小・中学生の部（クオカード１万円・夏井いつきサイン入り著書）
　　　　（2）優秀賞（クオカード５千円・夏井いつきサイン入り俳句手帳）
■選者／夏井いつき（俳人）
■入賞発表／令和4年12月1日（木）
■発表場所／（1）市原市市民会館ホームページ
　　　　　　（2）「YouTube」※公益財団法人市原市文化振興財団登録チャンネル
　　　　　　（3）文化情報スペース（市民会館会議室棟１階）
■申込方法／（1）市民会館ホームページの「投句フォーム」に必要事項を入力し、募集期間内に申込む。
　　　　　　（2）ハガキに必要事項を記入し、募集期間内に下記宛先へ申込む。
■必要事項／①俳句（一人２句まで） ②俳号（フリガナ）※無記名の場合、本名で発表いたします。
　　　　　　③氏名（フリガナ） ④年齢（小・中学生は学校名と学年） 
　　　　　　⑤性別※必須ではありません ⑥住所 ⑦電話番号 ⑧市内在勤・在学先（市外の方のみ） 
■募集期間／令和4年7月1日（金）から令和4年8月31日（水）まで（消印有効）
■宛先／〒290-0023　市原市惣社1-1-1　市原市市民会館「いちはら俳句チャレンジ」係
■注意事項／（1）応募作品は本人が創作した未発表のものに限ります。
　　　　　　　  必ずご本人がご応募ください。
　　　　　　（2）応募作品は返却いたしません。
　　　　　　（3）入賞作品の発表（インターネット・掲示物・印刷物等）に関する著作権は、
　　　　　　　  市原市文化振興財団に帰属するものとします。
　　　　　　（4）二重投稿や著しい類想類句が判明した場合は、受賞を取り消す場合があります。
　　　　　　（5）応募時のお名前はご本名でお願いします。
　　　　　　（6）入賞作品につきましては、発表のために、作者名（俳号又は本名）・
　　　　　　　  年齢又は学年を公表させていただきます。
■お問合せ／公益財団法人市原市文化振興財団（文化振興班）　☎0436-22-7111

いちはら俳句チャレンジ
～書いて、読んで、作句しよう～ ７月１日㈮から募集開始

■会場／市原市市民会館　7／24（日）2階各会議室
　　　　　　　　　　　　8／20（土）大ホール・小ホール
■時間／（両日ともに）　午前の部　10：00～11:30　　午後の部　13：30～15:00

■対象／市原市在住、在勤、在学の小学生以上
　　　　※小学生は保護者同伴で参加してください。※未就学児童は参加不可。
■料金／無料（事前に往復ハガキでの申込みが必要）　※申込多数の場合は抽選となります。
■申込方法／往復ハガキに必要事項を記入し、申込期間内に下記宛先へ申込む（1枚につき2名まで）
　　　　　　（ハガキの書き方など、市民会館ホームページをご覧ください）
■必要事項／①参加者氏名（全員） ②参加者年齢（全員） ③申込者住所 ④連絡先電話番号
　　　　　　⑤希望のワークショップ（第1希望・第2希望） ⑥希望の部（午前・午後）
　　　　　　 ※市内在勤・在学先（市外の方のみ）
            　　 返信（宛名面）には申込者の郵便番号、住所、氏名を記入
■宛先／〒290-0023　市原市惣社1-1-1　市原市市民会館「文化芸術ワークショップ」係
■申込期間／令和4年6月20日（月）まで（消印有効）
■お問合せ／公益財団法人市原市文化振興財団（文化振興班）　☎0436-22-7111

文化芸術ワークショップ
～体験！発見！伝統と文化～

受 付 中 
（往復ハガキで申込む）

2022

7/24日 8/20土

※工芸　「竹細工の竹とんぼ作り」と「ステンシルでオリジナルミニトートバック作り」

内　　　容 会　場 時　　間 定　員 講　　　師
①工　芸
②いけばな
③短　歌
④俳　句

会議室１
会議室２
会議室３
会議室３

午前・午後の部
午前・午後の部
午前の部
午後の部

各回１０名
各回１０名
１０名
１０名

市原市工芸会
市原市茶華道協会
市原歌人会
市原市俳句協会

内　　　容 会　場 時　　間 定　員 講　　　師
①フラダンス
②和太鼓・沖縄エイサー太鼓
③筝（こと）
④民謡太鼓・唄

大ホール
大ホール
小ホール
小ホール

午前の部
午後の部
午前の部
午後の部

１５名
１０名
１０名
１０名

市原ハワイアンフラ協会
和音＋（ぷらす）
市原市三曲協会
市原市民謡協会

7月24日（日）

8月20日（土）

【市民会館よりお知らせ】市民会館ホール棟の利用を再開します
市原市市民会館は、令和4年7月1日（金）から大ホール・小ホールの
貸出を再開いたします。皆様のご利用お待ちしております。

■会場／市原市市民会館・大ホール
■開場／17：45
■開演／18：30　
■出演／中島美嘉
■料金／全席指定　8,800円（税込）
　　　　※3歳以上有料。
　　　　※3歳未満のお子様は保護者1名につき
　　　　　1名まで膝上鑑賞可。
　　　　　（但し座席が必要な場合は有料）
■プレイガイド／  
　　　　　　　　　　Pコード：215-919
　　　　　　　　　　Ｌコード：72397

■お問合せ／市原市市民会館チケットセンター　☎0570-043-043

会館
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中島美嘉　MIKA NAKASHIMA
CONCERT TOUR 2022『I』

好評
発売中

2022

7/8 金

■会場／市原市市民会館・小ホール
■開場／13：15
■開演／14：00　
■出演／上村文乃（チェロ）・千葉交響楽団（室内管弦楽）
■料金／無料・要チケット（全席指定）
　　　　※3歳未満入場不可
　　　　※予約枚数制限　お一人様5枚まで
■プレイガイド／　　　初日はＷEB予約のみ
　　　　　　　　　　6月19日（日）以降、
　　　　　　　　　　窓口・電話でも受付いたします。
■お問合せ／市原市市民会館チケットセンター　☎0570-043-043

会館

県民芸術劇場公演　親子で楽しむ室内管弦楽コンサート 
～３歳からのクラシック～

6月18日㈯
10：00から受付開始

2022

9/10土

コンサート終了後、人数限定で「楽器体験」又は「楽器紹介」を開催します。
※感染症の蔓延状況により、楽器体験が中止となる場合があります。

©Sakura goto

■会場／市原市市民会館・大ホール
■時間／午前の部　10：30～12:00
　　　　（小学校5・6年生対象）
　　　　午後の部　14：00～15:30
　　　　（中学生以上20歳以下対象）
■講師／Kバレエ 
■ゲスト／Kバレエ プリンシパル 日髙世菜 
　　　　             ソリスト　岩井優花 
■対象／（1）小学校5年生以上
　　　　　   20歳以下の方
　　　　（2）バレエレッスンを1年以上
　　　　　  経験した方、それに相当する方
■服装／レオタード（スカート着用可）、バレエシューズ
　　　　トウシューズ（中学生以上20歳以下クラスのみ）
■持ち物／タオル・飲み物
■定員／各回20名（男女不問）
　　　　※事前申込が必要。※申込多数の場合は抽選となります。
■料金／参加費 2,000円（税込）　※当日精算、現金のみ。
■申込方法／市民会館ホームページのバレエレッスン「申込フォーム」に必要事項を入力し、
　　　　　　申込期間内に申込む。※1申込につき2名まで（重複申込不可）
■必要事項／①参加希望者氏名（全員） ②年齢（全員） ③バレエの経歴 ④申込者住所 
　　　　　　⑤連絡先電話番号 ⑥希望の部 ⑦連絡メールアドレス
■申込期間／令和4年7月18日（月・祝）まで
■お問合せ／公益財団法人市原市文化振興財団（文化振興班）　
　　　　　　☎0436-22-7111

バレエレッスン
～Kバレエダンサーによる経験者のためのバレエレッスン～

申込フォーム
から受付中

2022

9/3 土

日髙世菜  Sena Hidaka
K-BALLET COMPANY

岩井優花  Yuka Iwai
K-BALLET COMPANY

©Goro Tamura
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