
 

 

 

 

 

2022年５月 催物スケジュール 
ホール HALL 

５月 公演名 開演 料金 
チケット 

取扱 
お問合せ先 

１（日） 
○大  横浜栄区民吹奏楽団 第十九回定期演奏会 13:30 事前予約制  

横浜栄区民吹奏楽団 

sakaekusui@gmail.com 

○小  大船音楽教室 ピアノ発表会  
関係者のみ  安田絵実子/０９０-8385-1053 

４（水祝） ○大  鎌倉シティブラス  

第２0回プロムナードコンサート 
14:30 

全席自由 

入場無料 

 田原祥作/080-5527-1275 

５（木祝） ○大  高嶋ちさ子&加羽沢美濃 

カジュアルクラシックス with ゆかいなアンサンブル 
15：00 

全席指定 

6,000円 

○I ○T  

○N  

Ro-Onチケット/047-365-9960 

MASエンターテイメント/ 

03-5746-9900 

７（土） ○大  合唱団お江戸コラリアーず×La Pura Fuente 

コンサート 
14:00 

全席自由 

2,000円 

中高生 

1,000円 

○I  
合唱団お江戸コラリアーず 

oekora.pura@gmail.com 

９（月） ○小  かまくら銀幕上映会「トーベ」  
①11:00 

②14:00 

全席自由 

前売券

1,000円 
○I  ドリーム・アーツ/03-5969-8081 

 

１５(日) 

○大  大船まつり 

   鎌倉シティブラス Fアンサンブル 

①11:00 

②14:00 

全席自由 

要整理券 
 鎌倉芸術館/0467-48-5500 

○小  大船まつり 

大船まつりコンサート 
   ①岩瀬中学校吹奏楽部 ②大船高校吹奏楽部 

③三菱電機ソシオテックウインドオーケストラ 

①10:30 

②12:15 

③15:15 

全席自由 

要整理券 
 鎌倉芸術館/0467-48-5500 

２１（土） 
○大  横浜国立大学管弦楽団 第１１８回定期演奏会 13:30 

全席自由 

800円 
○I  

横浜国立大学管弦楽団 

050-3554-6227（髙野） 

○小  鎌倉男声合唱団 牧神
パ ン

 第 5回定期演奏会 14:00 
全席自由 

1,000円 
○I  

鎌倉男声合唱団牧神（パン）事務局 

045-895-7676(新原) 

2２（日） 
○大  横浜ブラスマイスター 第 2１回定期演奏会 13:30 

全席自由 

入場無料 
 

横浜ブラスマイスター 

brassmeister2001@gmail.com 

○小  湘南ブラスオーケストラ 第 15回定期演奏会 14:00 
全席自由 

入場無料 
 

湘南ブラスオーケストラ 

sbo2001web@yahoo.co.jp 

２４（火） ○小  かまくら銀幕上映会 「リスペクト」 
①11:00 

②14:00 

全席自由 

前売券

1,000円 

○I  ドリーム・アーツ/03-5969-8081 

２５（水） 
○小  月収 1000倍の裏側と真相 

～なぜかうまくいく人たちが大切にしていること～ 
18：30 

全席自由 

1,000円 
 

神奈川県倫理法人会事務局 

045-315-2433 

２８（土） 

○大  横浜みなととなみ管弦楽団 第１２回演奏会 13:30 
全席自由 

入場無料 
 

横浜みなととなみ管弦楽団事務局 

090-7193-3807（児玉） 

○小  かまくらシンフォニエッタ 第 21回定期演奏会 14:00 

全席自由 

1,500円 

小中学生 

500円 

○I  
かまくらシンフォニエッタ 

0467-45-9397(高橋) 

29(日) ○大  東京工業大学管弦楽団 第１６６回定期演奏会 18:00 

全席指定 

1,000円 

シニア 

500円 

 
東京工業大学管弦楽団 広報 

080-5987-4195 

鎌倉芸術館でのチケットお取扱い 

○I ご来館・・・鎌倉芸術館窓口 

○T 電話予約・・・鎌倉芸術館チケットセンター 

○N インターネット・・・https://kamakura-kpac.jp/ticket/ 

ART 
NEWS 
アート・ニュース 

プレ 

鎌倉芸術館 
KAMAKURA  PERFORMING ARTS  CENTER 

催し物の 
ご案内 



ギャラリー GALLERY 

期間 ギャラリー 催事名 
時間 

（初日/最終日） 
お問合せ先 

4/25(月 )～

5/１(日) 
①②③ 第二回鎌倉水彩画塾展 

10:00～18:00 

(- / 15:00) 

鎌倉水彩画塾 

080-6578-9290 
5/4(水祝)～

5/5(木祝) 
② 茶道具展示即売会 茶道具みやした 

10:00～18:00 

(- / 19:00) 

茶道具みやした 

090-6819-6451 

5/15(日) 

② 
大船まつり 

わがまち大船 写真展「私と大船」 
10:30～16:30 

鎌倉芸術館 

0467-48-5500 

③ 

大船まつり 

わがまち大船 写真展 

「坂東武士と大船～頼朝・義時そして泰時へ～」 

10:30～16:30 
鎌倉芸術館 

0467-48-5500 

5/２7（金）～

6/2（木） 
①②③ 第 55回記念鎌倉美術展 

10:00～18:00 

（- / 16:00） 

鎌倉美術家協会事務局 

070-5597-1428 

※掲載されている内容は 4月 21日時点の情報です。内容が変更となる場合がございますので、鎌倉芸術館のホームページ及び、各お問合せ

先にて最新情報をご確認ください。 

 

チケットのお求め方法 

ご来館 鎌倉芸術館 窓口（9:００～１９:００） 

チケット代金のお支払いには、現金のほかクレジットカード（JCB、VISA、Master、Amex）がご利用頂けます。 

※来館窓口でのみ取り扱う公演については、クレジットカードがご利用頂けません。 

電話予約 鎌倉芸術館チケットセンター 

0120-1192-40 （10:00～19:00 / 休館日を除く） 

【チケットのお引き取り方法】 

ご来館：ご予約後約 1週間以内に、鎌倉芸術館窓口にて代金をお支払いの上、チケットをお受け取りください。 

お支払い時には、チケット代金とは別に、発券手数料が 1枚につき 110円（税込）かかります。 

セブンイレブン：ご予約後約 1週間以内に、お近くのセブンイレブン店舗にて代金のお支払いとお受け取りをお済 

ませください。お支払い時には、チケット代金とは別に決済手数料 165円（税込）と、発券手数料が 1枚に

つき 110円（税込）がかかります。 

インターネット https://kamakura-kpac.jp/ticket/ 

24時間いつでも、インターネットよりご予約頂けます。 

会員組織については只今準備中です。ご購入の際は、「会員登録せず予約・購入へ」よりお進みください。 

プレイガイド  

チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット等でご購入頂ける公演もございます。公演によりお取り扱いのプレイ 

ガイドが異なりますので、詳しくはチラシやホームページをご確認ください。 
  

チケットのご予約・発売について 

・指定期日までにお支払いがない場合、いかなる事由でも、ご予約は無効（自動取消）となります。 

・当館チケットセンターでのチケット発売初日のご予約、ご購入は 10:00より受付いたします。 

・来館窓口、電話予約、インターネットでご予約頂ける公演については、発売初日の窓口での販売はいたしません。 

（電話、インターネットでの販売のみ） 

・来館窓口でのみ取り扱う公演については、発売初日のお客様の混雑状況により、8:30より整理券を配布いたします。 

・当館での取り扱いは、公演日の 2日前までとなります。 

・お申し込み後のご予約のキャンセル、席の変更等はいたしかねます。 

 

 

 

 

 

お問合せ ： 鎌倉芸術館 ℡ 0467-48-5500 (9:00～19:00 / 休館日を除く) 

https://www.kamakura-kpac.jp 

駐車場料金変更のお知らせ 

令和４年５月１日(日)より、駐車料金を以下の通りとさせていただきます。 

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 令和４年（２０２２年）５月１日(日)より、駐車１回につき 710円 ⇒ 800円  


