
☆Ⓦ　開館記念事業　チケット販売日情報　(問い合わせ：小田原三の丸ホール/0465-20-4152)

◆2021年12月15日現在の情報です。◆

◆状況により、中止・延期となる場合がございます。◆

  ◆ 休館日 /12月29日～1月3日・17日 ◆

[出演]柳家三三（落語）、神田伯山（講談）、スクイーズ☆ハジキーズ

 [料金] 全席指定／S席:3,500円、A席:3,000円、B席:2,000円、U18:1,000円、

子ども券:500円

[料金]全席指定／一般3,800円、U25:2,500円、U18:1,000円

[出演]	柄本時生、菅原永二、佐々木春香、長塚圭史、成河

※1月30日(日)より、チケットかながわでも取扱い（電話予約可：0570-015-415）

[料金] 全席指定／一般2,500円、U18:1,000円

♦白井彩チェロリサイタル　 [料金]全席指定／ 一般2,500円、U18:1,000円

[詳細] 〇19(土)15:00開演：白井英峻 (ヴァイオリン)❆、永井李枝（ピアノ）

[曲目]L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ:ﾁｪﾛｿﾅﾀ第1番 作品5-1 ヘ長調/Ｒ.ｼｭｰﾏﾝ：ﾋﾟｱﾉﾄﾘｵ幻想小曲集 作品88 イ短調❆ ほか

　 〇20(日)15:00開演：ソラモ･ティボール (ヴァイオリン)❆、森永康夫（ピアノ）

[曲目]F.ｼｮﾊﾟﾝ：ﾁｪﾛｿﾅﾀ 作品65/S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ：ﾋﾟｱﾉﾄﾘｵ❆ ほか

♦はじめてのクラシック 『セロ弾きのアーヤ』[日時] 3月19日(土) 11:00開演 ※約45分

[料金]全席自由／ 子ども券(小学生以下)500円、一般1,000円

[曲目] C.ｻﾝ＝ｻｰﾝｽ:白鳥<動物の謝肉祭>より、ジブリﾒﾄﾞﾚｰ、鬼滅の刃より　ほか

※その他、今後の開館記念事業については裏面へ！
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[出演]指揮：瀬山 智博　ソリスト：金持亜美(ｿﾌﾟﾗﾉ)、加藤のぞみ(ｱﾙﾄ) 、

城 宏憲(ﾃﾉｰﾙ)、田中俊太郎(ﾊﾞﾘﾄﾝ)　合唱：市民による小田原音楽ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ合唱団

　　 　　管弦楽：小田原フィルハーモニー交響楽団

KAATカナガワ･ツアー･プロジェクト特別イベント！
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3/12･13の演劇「冒険者たち～JOURNEY TO THE WEST

～」に先駆けて、上演台本・演出：長塚圭史と、音楽･演

奏：角銅真実によるトークショーを開催！

冬の澄んだ平日夜、すてきな音楽とトークを楽しんでみま

せんか？  1月16日より募集開始(先着順)。お申込みは三の

丸ホールのWEBチケットサイトより。

詳細は、三の丸ホールのSNSやWEBサイトで随時お知らせ

いたします。お楽しみに♪

※予告なく変更する可能性があります。

※客席内にはお入りいただけません。

1月8日(土) 1月14日(金)

10:00～

31

24

～30(日)

　12(水)
10:00～18:00

～2/2(水)

第23回 猪股さんちのコンサート
13:30～

(開場13:00)
無料

猪股典子

0465-34-1645

 展示室・ギャラリー回廊１階 ２階

22(土)
地域政策課

地域活動シンポジウム
／ 関係者のみ

1月16日(日) 1月30日(日)

柳家三三 小田原落語会・初春公演　Ⓐ 

10:00～ 10:00～

10:00～

休館日

窓口混雑緩和のため、WEBでの発売を先行して行います。

U25：25歳以下、U18（18歳以下）、子ども券：未就学児(※特記を除く)

※ハルネ街かど

案内所は、1月

31日(月)のみ休

館のため、販売

をお休みしま

す。ご注意くだ

さい。

三の丸ホール

窓口発売

 大ホール・小ホール　ホワイエ開放予定日

[大ホール]　2月5日(土) 13:00開演

　KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト 第一弾 

「冒険者たち～JOURNEY TO THE WEST」

市民による小田原音楽フェスティバル　新ホールに響け！市民による「第九」

WEB

先行発売
・ハルネ WEB先行予約（予約開始日は10:00～/24時間受付）

[小ホール]　 3月12日(土) 15:00開演・13日(日) 13:00開演

9876

地域政策課

0465-33-1457

23(日) カナガワ　リ・古典プロジェクト in 小田原
15:00～16:30

(開場14:00)

無料

※事前申し込み

[募集期間]12/27まで

かながわの伝統文化の継承と

創造プロジェクト実行委員会  

03-6416-5246

(土日祝を除く10時～17時)

11(火) 消防出初式
9:20～

(開場9:00)
関係者のみ

小田原市消防本部

0465-49-4410

小田原室内管弦楽団

ニューイヤーコンサート

14:00～

(開場13:00)

全席自由 ※当日は＋500円

大人：前売3,000円※

子ども：前売1,000円※

応援チケット：5,000円

小田原室内管弦楽団

080-6706-6067
㊂☆Ⓐ

15(土)

成人式

①10:30～

➁13:00～

※開場:各30分前

関係者のみ
青少年課

33-1723

21歳の同窓会
13:30～

(開場13:00)
関係者のみ

青少年課

33-1723

10(月祝)

9(日)

日 催し物名 上演時間 料金 主催/問い合わせ先

 大ホール

割引券取扱い有り

各種、お得に購入できます

開館記念事業の催事

9月5日から1年間を彩ります
☆

市民優待企画事業の催事

開館記念事業の一環として行います
Ⓦ

三の丸ホールWEBシステムでもチケット

取扱いがある公演

  催し物案内
2022

1
【マーク凡例】

㊂
小田原三の丸ホールにて、

チケットの取扱いが有り
Ⓐ

5歳以下でも入場できます for ALL age

※就学前のお子さま、保護者同伴
🈹

★

12(水)

小田原三の丸ホール

0465-20-4152

「コネクションズ―さまざまな交差展―」

スペシャル企画『アートコンプレックス』

※ご来場の方は、展覧会入場1回無料

22(土)/13:00～

23(日)/11:00～

全席自由 2,000円、

高校生以下、障がい者手

帳お持ちの方は500円

小田原三の丸ホール

0465-20-4152

30(日)

Ⓐ

小田原オペラ

喜歌劇「こうもり」日本語上演

各日14:00～17:00

(開場13:30)

全席自由　一般5,000円

小学生以下1,500円

小田原オペラ

090-9668-5885㊂☆Ⓐ

29(土)･30(土)

 小ホール

小田原城天守閣　関連講演会

①戦国大名 北条氏康

18:30～20:00

(開場18:00)

500円(資料代込み)

※事前申し込み

小田原城総合管理事務所

0465-23-1373

ポニアロハスタジオ

フラダンス発表

16(日)

☆Ⓐ

★Ⓐ🈹

コネクションズ―さまざまな交差展

※17(月)は休館日

一般300円、

高校生以下・障がい者手

帳をお持ちの方は無料

13:00～16:30

(開場12:30)
関係者のみ

ポニアロハスタジオ

0465-22-4539

22(土)

23(日)

★Ⓐ

小田原ストリートピアノ

※ハルネ小田原と同時開催！
9:00～17:00

無料

※予約不要

文化政策課

0465-33-1707

スタジオ

　25(火)

上演台本・演出：長塚圭史(原作『西遊記』) 共同演出：大澤 遊　音楽・演奏：角銅真実

小田原限定！特別トークショー＆ミニライブ

『長塚圭史×角銅真実』
　　　ナガツカ　ケイシ　　　　カクドウ　マナミ

1/3 休館

12/29～

　白井彩チェロリサイタル / 「セロ弾きのアーヤ」Ⓐ 

[大ホール]　3月13日(日) 14:00開演

三の丸クラシックス2022春

[小ホール]　3月19日(土)・20日(日) ※3公演、全て違うプログラムでお届けします。

月 火 水 木 金 土 日

1110

222120



三の丸ホールのWEBチケットを購入するには？ 〇3月2日～13日9:00～17:00(最終日は15:00まで) 小田原三の丸ホール シンボルマーク展「結」 Ⓐ

ワークショップ開催「3月4日(金)･5日(土)永井香峰さんと筆文字を書いてみよう！(無料)」

〇3月27日12:15開演　NHKのど自慢　

出演者募集(2月10日まで WEB専用フォーム/ 往復はがきより)・観覧者募集(2月18日まで 往復はがきより)

◇4月9日時間未定　小田原ふるさと大使コンサート 林 英哲 Ⓐ

 [料金] 全席指定／1階席6,000円、2階席4,500円、2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ席ﾍﾟｱ券6,000円、

U18(18歳以下)1,000円、子ども券500円、セット券(「5/21 小松亮太」と)10,000円 8

◇5月21日17:00開演　小松亮太 アルゼンチン・タンゴ・コンサート with 国府弘子 Ⓐ

 [料金] 全席指定／ 1席5,000円、2席4,000円、2階ﾊﾞﾙｺﾆｰ席ﾍﾟｱ券6,000円、

U18(18歳以下)1,000円、子ども券500円、セット券(「4/9 林英哲」と)10,000円

　※2階ﾊﾞﾙｺﾆｰﾍﾟｱ券、セット券は三の丸ホールWEBサイトと三の丸ホール窓口のみ取扱い

〇7月10日14:00開演　三の丸Covers  門松みゆき

〇7月17日15:00開演　森麻季 音の美術館～イタリア 美への旅路～

〇9月4日時間未定　東京都交響楽団

 交通のご案内

※小田原三の丸ホール窓口でも発券が可能 　【新幹線・電車でお越しの場合】

　JR東海道新幹線・東海道本線・小田急小田原線

　伊豆箱根鉄道大雄山線・箱根登山鉄道

    小田原駅　東口より徒歩13分

※支払い・発券後の変更・キャンセルは受付ておりません。 　【小田原駅からバスでお越しの場合】

※公演により、支払い、発券方法が異なる場合がございます。 　「小田原宿観光回遊バス(うめまる号)」(土日祝限定)

※WEBチケットは、公演前日20時まで購入いただけます。 　  で『めがね橋』バス停より徒歩1分

❔疑問点はお気軽にお問い合わせください。小田原三の丸ホール/0465-20-4152    『御幸の浜』バス停から徒歩3分

 来館・鑑賞支援にかかわるご案内

【大ホールホワイエ２階・３階/小ホールホワイエの開放日について】 小田原三の丸ホール 9:00～22:00 

それぞれのホール利用(準備・撤収等含)がある場合には立ち入りできません。また、客席内には入れません。 【住所】250-0012　神奈川県小田原市本町1丁目7-50 【WEBサイト】http://www.ooo-hall.jp ▶ QR

【思いやり駐車場について】 【TEL】0465-20-4152 【FAX】0465-24-5174

歩行が困難な方用の駐車スペースをご用意しております。台数に限りがありますので、予めご連絡ください。 【休館日】第1・第3月曜(祝日の場合、翌日以降の平日)、12/29～1/3

【チケット受付窓口】10:00～20:00 【SNS】Twitter / Facebook / Instagram  @odwr3nomaruhall

【以下の方は、各主催者までご連絡ください】

車いすでのご鑑賞 車いすスペースがございます。（要予約・定員あり。）

補助犬を伴ってのご鑑賞 補助犬同伴でご鑑賞いただけますので、事前に小田原三の丸ホールまでご相談ください。

難聴者支援システムを使ったご鑑賞 ヒアリング(磁気)ループを導入しております。事前にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のご案内

小田原三の丸ホールでは、施設を利用する全ての方の安心・安全のため、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の

取り組みを行っています。館内での原則マスク着用・手指の消毒・人と人との間隔の確保など感染症拡大防止のため

のご協力をお願いいたします。また、ご体調の優れない際にはご来館をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

＜ご案内＞　緊急事態宣言発令等の理由により営業時間を短縮していましたが、1月より通常時間となりました。

今後も安全にご利用いただけるよう努めて参りますので、引き続き、皆さまご協力のほど、よろしくお願いいたします。

一般利用者用の駐車場はございません。

周辺のコインパーキングにお停めいただくか、

公共交通機関での来場にご協力ください。

メリット１．人気公演も窓口に並ばず、良席がゲット出来る可能性が高い！

メリット２．クレジット/コンビニ支払いができるのはWEBチケットだけ！

メリット３．24時間受付(※発売初日を除く)だから、いつでもどこでも購入可能！

チケット購入方法

➁行きたい公演をクリック、座席を選択！

コンビニ支払い・発券または、クレジットカード支払

い

の選択が可能です♪

① https://p-ticket.jp/odawara 

にアクセス！

会員登録をしましょう♪

③ 登録したメールアドレスで予約内容を確認！

※メールが届かない場合には迷惑メールフォルダ等ご確認ください。

④ 期日までにコンビニで発券！

自分の生活圏内でチケットがお手元に♪

▼各公演詳細/チケット情報は、公式WEBサイトにてチェック♪

※催し物により取扱いが異なります。詳細は各主催者へお問合せください。

スムーズな予約のため、あらかじめの会員登録がおすすめです♪

▼WEBチケットの購

入・確認は①のWEB

サイトへアクセス

5月頃発売予定

【貸館チケット情報】

〇発売中『1月15日 小田原室内管弦楽団 家族で楽しむﾆｭｰｲﾔｰｺﾝｻｰﾄ』〇発売中『1月29日30日 小田原オペラ"喜歌劇"こうもり｢日本語上

演｣』〇1月12日10:00～『3月6日 Jazz-Bunraku　涅槃に行った猫』〇発売中『4月13日 梅沢富美男＆研ナオコ アッ!とおどろく夢芝居』

3月頃発売予定

WEB先行：2月6

日(日)10：00～

窓口：2月20日

(日)10：00～

◇2公演ｾｯﾄ券

10,000円

開館記念事業　今後のラインナップ

無料

募集開始！

小田原駅

東口

横浜地方検察庁

旭丘

高校

UMECO

小田原

市民会館

(７月閉館)

三井住友

信託銀行

栄町駐車場

三の丸

小学校

国道１号線

お堀端通り

小田原城

西口

尊徳二宮神社

小田原三の丸ホール

ミナカ小田原

or

【ご挨拶】

2021年もありがとうございました。そして、2022年明けましておめでとうございます。

小田原三の丸ホールは2021年9月5日よりオープンし、たくさんの方にご来館、ご愛顧いただきました。

あらためまして心より感謝、御礼申し上げます。今後もより「人と人が出会える・人と人を結ぶ場所」

となれるように取り組んでまいります。

本年もよろしくお願いいたします。

スタッフ一同

御幸の浜

(バス停)
めがね橋

(バス停)

幸町

(バス停)


