
日付：2022年3月26日（土）　出演：神奈川フィルハーモニー管弦楽団
詳細は平塚市ホームページをご覧ください。

ひらしん平塚文化芸術ホール
開館記念公演

問合せ

〒254-0045 平塚市見附町4-15（2/25まで）  平塚市見附町16-1（2/26以降）
TEL 0463-79-9907　FAX 0463-79-9908
営業時間 9：30～17：00（12/29～1/3、2/24・25は休業日）

ひらしん平塚文化芸術ホール開館準備室

TwitterHP Facebook

ACCESS

ご来場のみなさまへのお願い（コロナウィルス感染対策）

［協力］ 株式会社エス・ケイ・ディ、清水建設株式会社、湘南造園株式会社、NPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブ、東海大学チャレンジセンター
（キャンパスストリートプロジェクト）、オープニングサポーターズのみなさん

［主催］ 平塚市　　［企画制作・運営］ ひらつか文化パートナーズ（ひらしん平塚文化芸術ホール指定管理者）

●開催時期のコロナウィルス感染状況によっては国、神奈川県、平塚市の方針に基づき、入場制限、検温、個人情報
の記入、ワクチン接種証明の提示などをお願いすることがございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

●開催時期のコロナウィルス感染状況によっては、各イベントの定員・開催時間等の変更、中止となる場合もござい
ますので予めご了承ください。

●スタッフはマスク着用、また館内の消毒やソーシャルディスタンスの確保などの徹底した感染症対策の上、イベン
トを実施します。

●咳や発熱、風邪のような症状のある方は、ご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。
●館内ではマスクの着用、大声での会話を控えていただき、ソーシャルディスタンスの確保など、お客様ご自身での
感染予防対策をお願いいたします。ご協力いただけない場合はご来場をお断りすることがあります。

●感染予防の基本は手洗い・うがいです。お客様自身でのこまめな実施や、館内に配置している消毒液のご利用をお
願いします。

●咳、くしゃみをする際は、マスク・ハンカチ・ティッシュなどで口や鼻を押える「咳エチケット」にご協力ください。
●このチラシは1月時点の情報です。ご来場前にホームページで最新情報をご確認ください。
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［協賛］見附台地区整備・運営事業共同企業体

電車でお越しの方

バスでお越しの方

JR東海道本線「平塚駅」西口から徒歩8分

神奈川中央交通「市民センター前」から徒歩2分
または、神奈川中央交通「見附町」から徒歩2分

〒254-0045 平塚市見附町16番1号
TEL 0463-79-9907  FAX 0463-79-9908

※駐車場はございませんので、なるべく公共交通機関をご
利用ください。

https://hiratsuka.hall-info.jp/ ひらしん平塚文化芸術ホール

株式会社エス・ケイ・ディ
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2022.3.27-3.31
オープニングウィーク
プログラム

2022年3月26日（土）開館 オープニングウィークプログラム

ひらしん
平塚文化芸術ホール

※その他、臨時に休業する場合があります。その場合はホームページのお知らせに掲載しますのでご注意ください。

撮影：藤本史昭



27日（日） 28日（月） 29日（火） 30日（水） 31日（木）
オープニングウィークプログラム

ホールをまるごと
“見て・聴いて・体験する”5日間！

【日程】3月27日（日）～31日（木） 10：00～20：00
入場・参加・観覧無料、入退場自由（3/27大ホール公演を除く）
公演 体験 お買い物 館内見学

公園　14：00～15：00
花の苗をプランターに植えよう！ プランターは
芝生広場に設置されその後も公園を彩ります。
参加者には季節の花の苗やオリジナルキーホ
ルダー等のプレゼントも。先着40組。
【協力】湘南造園株式会社

彩り花プロジェクト 当日先着順 雨天決行

エントランスギャラリー ひらしん平塚文化芸術ホールの開館、平塚信用金庫の創立９０周年及び平塚市制施行９０周年を記念し、平塚信用金庫と平塚市のこれまでのあゆみを写真パネルで紹介します。4月22日（金）まで。平塚信用金庫×平塚市90年のあゆみパネル展

平塚華道協会創立70周年記念花展 大ホール1F･2Fホワイエ ※28日のみ11：00～
平塚華道協会創立70周年とホールの開館を記念し、格調と品格ある華道作品約50点を一堂に展示します。  【協力】平塚華道協会

障がい福祉施策の一環として、平塚市役所本館に開設された、ひらつ
か障がい者福祉ショップ「ありがとう」がひらしん平塚文化芸術ホール
の開館を記念して臨時出店。パン、クッキー、手作り雑貨等を販売します。
【協力】ひらつか障がい者福祉ショップ運営協議会エントランスギャラリー 10：00～16：00

ひらつか障がい者福祉ショップ
「ありがとう」

平塚信用金庫がお届けする「かながわどまんなか美味しいものセレクション」選定品をはじめとした、
神奈川県県央・湘南エリアの美味しい食品が多目的ホールに集まります。
【協力】平塚信用金庫多目的ホール　11：00～18：00

ひらしん かながわどまんなか
美味しいものセレクション物産展

公園　11：00～16：00
湘南海岸公園でお馴染みのSunSunマルシェ
が参加。平塚のおいしい！ たのしい！ うれしい！ 
がつまったマーケット！ 
【協力】SunSunマルシェ実行委員会

SunSunマルシェ 小雨決行

大ホール　開演16：00
現代の音楽シーンを代表する超豪華メンバーによる、ジャンルに捉われな
い至高のミュージック・エンターテインメント！
【出演】東儀秀樹（雅楽）、古澤 巖（ヴァイオリン）、塩谷 哲（ピアノ・音楽監督）
 小沼ようすけ（ギター）、大儀見 元（パーカッション）、井上陽介（ベース）
【料金】全席指定6,300円（当日7,000円）
【問合せ】平塚市まちづくり財団文化事業課　0463-32-2237

Six Unlimited Concert Tour～オールスターズの企て～Season2

©AYAKO 
　YAMAMOTO

有料公演

多目的ホール　16：00～16：30
県立高浜高校文楽部による一人遣い人形浄
瑠璃。「傾城阿波の鳴門」の中から「巡礼
唄之段」
【協力】湘南座

県立高浜高校文楽部一人遣い人形浄瑠璃公演

多目的ホール　12：30～13：00
世界大会でも多数の受賞歴を持つMARと
継承されたメンバーによるアクロバティック
なブレイクダンス・パフォーマンス！
【協力】株式会社アンクリエイティブ

MAR & Cool Crewパフォーマンス

多目的ホール　11：00～11：30
「天才」と呼ばれ幾多のステージで喝采を
浴びてきたクム・マイケル・デラクルーズ
と生徒の皆さんによるフラダンスの公演。
【協力】ヨネザワ楽器 

クム・マイケル・デラクルーズ フラダンス

大ホール　
18：30～20：00
岩﨑由紀子（ソプラノ）、悦田
比呂子（ソプラノ）他
平塚市内外のオペラやコン
サートで活躍中のソリストが、
新しいホールの開館にふさわし
い華やかなクラシックの名曲を
お送りします。
【出演】平塚音楽家協会

祝開館～希望の春に～

①11：00～12：00　②15：00～16：00
ホールの設計に携わった建築士による解説つきの見学ツアーです。館内
の各所を歩き回りながら、ホールの見どころや工夫についてご紹介します。
【対象】高校生以上　【定員】各回30名
【申込】3月2日（水）受付開始　開館準備室へ電話またはHP申し込み

フォームから

施設見学ガイドツアー

10：00～20：00
ホールのあちこちに置かれたスタンプを、クイズを解きながら探そう！
ぜんぶのスタンプを集めた方には素敵なプレゼントがあります。

探検！ スタンプラリー

大ホール 14：00～15：30
「第８回湘南バレエ・コンペティション2020」において１位～３位受賞の
若きダンサー達によるクラシックバレエ、コンテンポラリーダンスの公演で
す。ぜひこの機会に舞台芸術の世界をお楽しみください。
【協力】NPO法人 湘南バレエ・コンペティション

湘南バレエ・コンペティション受賞者によるエキシビション

2020年エキシビションより　©Miyachi Takako

文化芸術支援室
①10：00～ ②15：00～
建設工事で出た伐採材と舞台廃材を
使ったキーホルダーやコースターを
作っていただきます。
【協力】清水建設株式会社
 株式会社エス・ケイ・ディ

木工教室 当日先着順

キッズルーム
13：00～15：00
平塚在住の絵本講師、内田早苗さん
によるお母さん・お父さん向けのミニ
絵本講座とおうち絵本相談会。お子
様もご一緒に参加できます。
定員10名。
【協力】株式会社きいろいおうち

絵本のいろは、
おうちえほん相談会

当日先着順

事前申込制

どなたでも自由にご覧いただけます！施設見学デー

軽妙なトークと親しみやすいキャラクターで人気
の椎名さんによる、マリンバで楽しむ音楽の時間。
【出演】椎名友樹（マリンバ）
 佐藤　由（パーカッション）

大ホール1Fホワイエ　12：00～12：50
椎名友樹 マリンバLIVE OPEN LIVE②

大ホール1Fホワイエ　17：00～17：40
ジャンルに捉われず幅広く活躍するサックスプレイ
ヤーによる美しい金管の音色をお楽しみください。
【出演】村松功介（サックス）、横田和美（ハープ）

村松功介 サックスLIVE OPEN LIVE③

大ホール　14：00～15：30
こどもから大人まで、平塚市内で活動中の合唱団が集まって披露する
ステージ。
【出演】平塚合唱連盟加盟団体等
【曲目】合唱組曲「星空のレジェンド（抜粋）」
 混声合唱とピアノのための「どこかで春が」　他

春のコーラスフェスティバル

大ホール1Fホワイエ　
17：00～17：50
全 8 種類のリコーダーを用いて、バラエティ豊かな音色をお楽しみいただ
きます。
【出演】宍倉法子、河村理恵子、執行絵里、井川由紀

ピロリン リコーダーLIVE OPEN LIVE④

大ホール　15：00～20：00
平塚ゆかりのアーティストが集うリレーコンサート。和楽器からポップスまで
様々なジャンルの音楽をお楽しみください！
【出演】 15：00 ～ 笹本兄妹　フュージョンバンド
  　笹本恭平（ドラム）、笹本健介（ギター）、
  　笹本真由（サックス）
 16：00 ～ 東京室内管弦楽団　アンサンブル
  　根来由実（ヴァイオリン）、斎藤彰一（チェロ）、
  　梅津三知代（ハープ）
 17：00 ～ 工藤江里菜（ピアノ弾き語り）
 18：00 ～ 大山貴善（尺八）、佐藤昌子（箏）
 19：00 ～ 今井亮太郎（ボサノバピアノ、ハモンドオルガン）

ひらつかリレーコンサート オープニングスペシャル

多目的ホール 18：00～20：00
大ホール 11：00～16：00
大ホール 18：00～20：00
大ホール 18：00～20：00
館内サイネージ

「笑顔」のイラスト、平塚の名物や名所を描
いた「平塚にまつわるモノ」のイラストを市
民から募集し、1つの映像を制作、完成したア
ニメーションをいよいよお披露目します！
【アニメーション制作】角江幸博、角江佳奈
（NICK SMITH DESIGN）

27日
28日
29日
30日
31日

湘南ひらつか 令和アニメーション絵巻
～みんなの笑顔が集まる！ 動き出す！～

※体験イベントはすべて材料費無料、材料がなくなり次第終了となります。
※3/28～31の大ホール公演はすべて入場無料、自由席、開演30分前に開場します。

平塚
和室　13：00～16：00
和室の見学を兼ねて、茶道のおもて
なしでお菓子とお抹茶を一服差し上
げます。先着100名。
【協力】平塚茶道協会

茶道おもてなし会 当日先着順

大練習室　10：00～18：00
大練習室のグランドピアノをこの日だけ開放！ グランドピアノを思い切り
弾いてみよう！1組30分まで。

フリーピアノ 時間入替制当日受付

Youtuberとしても活躍
するピアニストによる変幻
自在のピアノLIVE！
【出演】藤井　空（ピアノ）

多目的ホール
14：00～15：00

藤井空 ピアノLIVE
OPEN LIVE①

10：00～20：00

見学可能施設 大ホール（11：00～16：00）、多目的ホール
 キッズルーム、大会議室B、小会議室
 文化芸術支援室、和室、大練習室、小練習室１

文化芸術支援室　13：00～15：00
七夕と縁の深い竹を使った、昔懐かしい竹のおもちゃを竹遊会の講師が丁
寧に工作指導し作ります。作品はお持ち帰りいただけます。竹とんぼ、風車、
ブンブン回し、指ゴマの工作。
【協力】竹遊会

竹細工体験 当日先着順


