
指定管理者：ちばアートウインド運営企業体

2017年5月25日現在

開場 開演 入場方法

1 土 開館10周年記念特別公演「The 10 Years」 A12:30
B16:00

A13:00
B16:30 ※事前応募制 千葉市美浜文化ホール 043-270-5619

2 日 BEST SHORT FILMS FES 2016 IN CHIBA
①10:00
②12:30
③16:00

①10:30
②13:00
③16:30

※各回￥1,500
2,3部セット券￥2,500

BSFF実行委員会2016 IN CHIBA 080-3383-7154

3 月 一般貸出

7 金 一般貸出

8 土 一般貸出

9 日 マリンコンサート2017 13:30 14:00 無料 市民吹奏楽団チバウィンドA.S.I. 鈴木：090-3334-1350

11 火 一般貸出

13 木 一般貸出

15 土 2017年PTNAピアノコンペティション予選 9:30 10:00 無料
（株）ヤマハミュージック

リテイリング千葉店 林：043-247-6611

16 日 2017年PTNAピアノコンペティション予選 9:30 10:00 無料
（株）ヤマハミュージック

リテイリング千葉店 林：043-247-6611

17 月 2017年PTNAピアノコンペティション予選 9:30 10:00 無料
（株）ヤマハミュージック

リテイリング千葉店 林：043-247-6611

18 火

19 水 ヒューストンバレエ団現役プリンシパルによるバレエワークショップ 18:00
 　  参加費：￥20,000
千葉市在住：￥18,000

姉妹都市提携45周年記念
バレエ公演実行委員会

070-5545-1678

20 木 ヒューストンバレエ団現役プリンシパルによるバレエワークショップ 18:00
 　  参加費：￥20,000
千葉市在住：￥18,000

姉妹都市提携45周年記念
バレエ公演実行委員会 070-5545-1678

21 金 ヒューストンバレエ団現役プリンシパルによるバレエワークショップ
①10:00
②18:00

 　  参加費：￥20,000
千葉市在住：￥18,000

姉妹都市提携45周年記念
バレエ公演実行委員会 070-5545-1678

22 土 姉妹都市提携45周年記念バレエ公演 18:30 19:00
※一般:￥5,000

千葉・ヒューストン市民:￥4,500
学生以下:4,000

姉妹都市提携45周年記念
バレエ公演実行委員会 070-5545-1678

23 日 姉妹都市提携46周年記念バレエ公演 ①13:30
②17:30

①14:00
②18:00

※一般:￥5,000
千葉・ヒューストン市民:￥4,500

学生以下:4,000

姉妹都市提携45周年記念
バレエ公演実行委員会 070-5545-1678

25 火 みはまこどもまつり2017 未定 千葉市美浜文化ホール 043-270-5619

26 水 みはまこどもまつり2017 未定 千葉市美浜文化ホール 043-270-5619

28 金 一般貸出

29 土 千葉県立船橋芝山高等学校吹奏学部 公開リハーサル 10:00 無料 小澤 090-5446-4361

30 日 千葉県立船橋芝山高等学校吹奏学部 公開リハーサル 10:00 無料 小澤 090-5446-4361

◆ 入場方法欄の料金に※印が明記されている催し物は、美浜文化ホール１Ｆ窓口にて入場券を販売しております。 

◆ スケジュール表の公演については変更になる場合がございます。また各公演の詳細については主催者にお問い合わせ下さい。

開場 開演 入場方法

開館10周年記念公演「絵本朗読コンサート」
①スーホの白い馬②おんがくかいのよる

①10:30
②13:10

①11:00
②13:30 ※￥500 千葉市美浜文化ホール 043-270-5619

開館10周年記念公演
「瀬﨑明日香＆大萩康司デュオ・リサイタル」

15:10 15:30 ※￥2,000 千葉市美浜文化ホール 043-270-5619

2 日 一般貸出

5 水 ドクター大久保のおしゃべりコンサートvol.10 12:30 13:00
前売:￥1,000
当日:￥1,500 Music Lesson 043-265-4878

7 金 あやの声楽コンサート 13:30 14:00 無料 山本 043-257-3407

8 土 ピアノ発表会 18:30 無料 島見 043-268-6571

9 日 一般貸出

13 木 一般貸出

14 金 一般貸出

15 土 一般貸出

音の絵ピアノ発表会 9:30 10:00 無料 藤井 080-1895-0584

第33回全日本ジュニアクラシック
音楽コンクール千葉予選 無料 一般社団法人東京国際芸術協会 03-6806-7108

17 月 一般貸出

18 火

21 金 一般貸出

22 土 一般貸出

23 日 河邑ピアノ教室  ピアノ発表会 13:00 13:30 無料 河邑 080-3469-5212

24 月 一般貸出

25 火 一般貸出

27 木 一般貸出

28 金 一般貸出

29 土 一般貸出

開館10周年記念共催事業
「高木竜馬ピアノリサイタル～ウィーンからの風～」

13:00 13:30
※S席:￥3,800
　学生:￥2,000

コンセルヴァトワール デミカ 090-4430-0826

渡辺絢星×川本嵐ジョイントリサイタル 18:30 19:00 ￥1,000（自由席）
渡辺絢星×川本嵐ジョイント

リサイタル実行委員会 090-1806-1994

31 月 一般貸出
◆ スケジュール表の公演については変更になる場合がございます。また各公演の詳細については主催者にお問い合わせ下さい。
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【  メインホール  】 　２０１７年7月  月間スケジュール
7月 公演名 主催 / 公演内容・チケット お問い合わせ先
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