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5月26日(土)
①13:00 開演
②15:30 開演

大ホール

おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～が
やってきた！！

ＮＨＫ・Ｅテレ「おかあさんといっしょ」
のキャラクターと歌のお兄さん、お姉さんＯ
Ｂ、ＯＧの速水けんたろう、はいだしょうこ
が出演。番組でおなじみの曲をたっぷり歌っ
ていただきました。ミニミニミュージカルで
は、速水・はいだのデュエットに、体操のお
兄さんとして出演した関沢けいじがインライ
ンスケートで登場。聴きごたえ、観ごたえ
たっぷりのステージになりました。エンディ
ングのブンバボン体操では、子どもも大人も
体を動かし大いに盛り上がりました。親子、
祖父母３世代でお越しの方も多く、家族で楽
しい時間を過ごしていただけました。

全席指定 ２回公演合算

販売率 100 ％

席

販売枚数 787 枚

前売り

販売率 87 ％

9,800円

89 ％

販売枚数 2,026 枚

設定席数 2,280

設定席数 900 席

１　芸術文化鑑賞事業　

№ 日時・会場 事業名 事業実施概要 入場料 入場・販売実績

2
6月22日(金)
18:30 開演
大ホール

TOSHIKI KADOMATSU
Performance 2018

１９８１年デビュー以来、シンガーソング
ライター、音楽プロデューサーとして活動し
ている角松敏生。県内外から根強いファンが
多く来場され、迫力あるサウンドから心地よ
いサウンドまで多彩な角松サウンドに魅了さ
れました。曲間のトークでは、熱狂的縄文
ファンでもある角松から尖石遺跡、平出遺跡
を語る地元ネタもあり地元ファンを喜ばせて
いただきました。終盤は、客席からのステー
ジを埋め尽くすほどの紙飛行機飛ばしもあり
大いに盛り上がったコンサートなりました。

全席指定

入場者数 773 人

入場者数 1,944 人
2,500円

販売率
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8月4日(土)
①10:30 開演
②14:00 開演

大ホール

仮面ライダー
スーパーライブ 2018
「仮面ライダービルド」

　夏休み恒例の「仮面ライダースーパーライ
ブ」。テレビ放送でも人気の「仮面ライダー
ビルド」が主演とあって、チケットは２回公
演とも完売となりました。今回のスーパーラ
イブは、次元の異なる世界を次々と征服して
いくカラーズとの対決です。頼みの綱の１号
までも敵の手に落ちる中、ビルドたち平成ラ
イダーは、子どもたちの声援をエネルギーと
したライダーキックで、巨大化したカラーズ
を撃退することができました。お楽しみ
ショッカーショーやライダーたちとの握手会
もあり、夏休みのひと時を家族で楽しんでい
ただきました。

全席指定

3,000円
販売枚数

当日

劇団四季ミュージカル
「SONG & DANCE 65」

劇団四季創立６５周年を記念して制作され
た「SONG & DANCE 65」。劇団四季の節目節
目に新作を上演し続けてきたエンターテイン
メントです。ミュージカル「ライオンキン
グ」「オペラ座の怪人」「キャッツ」などの
名作の中からの名曲の数々が新たな演出と共
に披露され、最高のエンターテインメントが
繰り広げられました。今後の劇団四季に増々
の期待が持てるステージとなりました。

全席指定

席
3,500円

【完売】

２回公演合算

入場者数 2,129 人

2,280 枚

設定席数 2,280

平成３０年度　塩尻市文化会館自主事業実施状況

入場者数 1,053 人
Ｓ席

8,500円
販売枚数 1,117 枚

Ａ席
設定席数 1,117 席

6,500円
【完売】

販売率

市内
小学6年生

無料招待

100 ％

(両小野小含む)5
10月31日(水)
14:00 開演
大ホール

劇団四季こころの劇場
「王様の耳はロバの耳」

「こころの劇場」は、子どもたちの心に、
生命の大切さ、人を思いやる心、信じあう喜
びなど、生きていく上で最も大切なものを、
舞台を通じて語りかけたいと、日本全国の子
どもたちに演劇の感動を届けるプロジェクト
です。塩尻市では８回目の開催となり、市内
小学６年生６４６人が鑑賞しました。「王様
の耳はロバの耳」は、寺山修司作、いずみた
く作曲、浅利慶太演出で世界の名作童話から
生まれた作品です。聞き覚えのあるテーマ曲
等の歌とダンスで、原作童話の世界を十分に
楽しめるステージとなりました。

入場者数 646 人

4
10月13日(土)
18:00 開演
大ホール



販売率 28 ％

№ 日時・会場 事業名 事業実施概要 入場料 入場・販売実績

7
12月2日(日)
15:00 開演
大ホール

ドレスデン
聖十字架教会合唱団

クリスマスコンサート

レザン少年少女合唱団によるロビーでのミ
ニコンサートに続き、大ホールに登場したド
レスデン聖十字架教会合唱団。９歳から１９
歳までの少年で構成された８００年近い伝統
を持つ合唱団で、教会行事で演奏するほか、
世界各地でのコンサート活動も行っていま
す。今回は、宗教曲を中心に日本でもおなじ
みの歌曲を加えたプログラムをすべてア・カ
ペラで演奏、澄んだ歌声が大ホールに響きま
す。アンコールでは、レザン少年少女合唱団
も加わり「からたちの花」を演奏していただ
きました。また、レザンホールエントランス
で前日からクリスマスマーケットを開催し、
クリスマスムードを盛り上げる中でのクリス
マスコンサートとなりました。

全席指定

入場者数 647 人
一　般
4,000円

販売枚数 337 枚

高校生以下
設定席数 1,206 席

2,500円

ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ
LiveTour2018-2019
”Ｇｒａｖｉｔｙ”

11月10日(土)
17:00 開演
大ホール

9
1月19日(土)
14:00 開演
中ホール

第十七回
れざん亭

新春恒例の公演として定着しているれざん
亭。今回は、笑点メンバーを長年務められて
いる林家木久扇、NHK大河ドラマの落語指導
をされている古今亭菊之丞に、林家けい木、
色物として三味線漫談の立花家橘之助が出
演。開演前に名物の木久蔵ラーメンは完売、
閉演後のサイン会にも最後までにこやかに応
じられている木久扇師匠の大御所でありなが
らお客様をとことん楽しませようとする心意
気に感心させられる公演となりました。

全席指定

入場者数 342 人
3,500円

販売枚数 356 枚

設定席数 395 席

販売率 90 ％

５歳半でピアノを始め、８歳でオーケスト
ラと初共演。１２歳で世界的指揮者ワレ
リー・ゲルギエフと共演している奥井紫麻。
今後の活躍に注目が集まっている１４歳の天
才ピアニストです。まだあどけなさが残り、
ピアノ教室の発表会が始まるかのような雰囲
気で登場した奥井ですが、演奏を始めると一
流アーティストの表情に一変。バッハ、ショ
パン、スクリャービンら作曲家の特徴を的確
にとらえ、メリハリのある演奏で来場者を唸
らせました。

全席指定

入場者数 120 人
2,000円

販売枚数 101 枚

設定席数 409 席

高校生以下
3,000円

大人
4,000円

人

販売枚数 845 枚

席
10

3月22日(金)
18:30 開演
大ホール

劇団四季
ファミリーミュージカル

「魔法をすてた
　マジョリン」

設定席数 1,142

8
1月12日(土)
14:00 開演
中ホール

奥井紫麻
ピアノリサイタル

「魔法をすてたマジョリン」は、１９８２
年初演の劇団四季オリジナルミュージカル。
これまでに数多く上演され、多くの子どもた
ちに感動をあたえてきた作品です。レザン
ホールでは、２０１４年の「こころの劇場」
以来２回目の上演となります。子どもの魔女
マジョリンが、村人との交流で「思いやりの
心」「感謝する心」のすばらしさを知り、人
間になろうとする物語です。魔女たちのユー
モラスなセリフやダンスに会場の子どもたち
から笑い声が起こります。ラストシーンで
は、魔女たちを撃退するための村人の歌に会
場も加わり、感動のクライマックスを迎えま
した。

全席指定

入場者数

全席指定

【完売】

販売率 100 ％

席1,111

前売
7,800円

当日
8,300円

入場者数 826

レザンホール初登場となるＣＨＥＭＩＳＴ
ＲＹ。２００１年にデビューした実力派男声
ボーカルユニットです。発売前から問い合わ
せも多く、チケットは早期に完売になりまし
た。会場は、１曲目から総立ちとなり、バ
ラードからアップテンポの曲、アコース
ティックで落ち着いた曲など二人の素晴らし
いハーモニーが満席の観客を魅了しました。

6

設定席数

枚1,111販売枚数

人1,065

販売率 25 ％

販売率 74 ％



1 席
1,200円

販売率 35 ％

8月18日(土)
14:00 開講
中ホール

加藤昌則の
ギモン解明！

入門講座
作曲解体新書
（全３回）

第２回

「クラシックギモン解明！入門講座 作曲
解体新書」。第２回目はソナタ（奏鳴曲）が
テーマ。クラシック音楽ではとても重要な形
式の一つ「ソナタ」。ソナタ形式が生まれて
きた音楽の歴史や、その時々の作曲家の作品
をとおして解説していただきました。演奏時
間の長いクラシック音楽作品をより楽しく鑑
賞できる内容となりました。

全席自由

入場者数 68 人
通し券(3回)

3,000円
販売枚数 70 枚

１回券
設定席数 200

３ 地域芸術文化振興事業　

9月8日(土)
14:00 開講
中ホール

加藤昌則の
ギモン解明！

入門講座
作曲解体新書
（全３回）

第３回

「クラシックギモン解明！入門講座 作曲
解体新書」。第３回目はフーガ（遁走曲）が
テーマ。教会での祈りの旋律から進化したと
いわれるクラシック音楽。教会の長い残響か
ら音と音が重なり合うハーモニーが生まれク
ラシック音楽の基礎ができたそうです。今回
は、より多くの音でハーモニーが表現できる
ように、ピアニスト河野紘子さんをゲストに
お迎えして、加藤先生との連弾でメロディー
とメロディーを重ね合わせる「対位法」の一
つ「フーガ」について解説していただきまし
た。お二人の連弾演奏も見事で講座の締めに
ふさわしい内容となりました。

全席自由

入場者数 81 人
通し券(3回)

3,000円
販売枚数 84 枚

１回券
設定席数 200 席

（声楽、コーラス） 800 人

300 人

全席自由
無　料

11月3日(土)

塩尻市民音楽祭
（管弦楽発表） 1,000

13:00 開演（大）

塩尻市民洋楽舞踊フェスティバル

塩尻市民演劇フェスティバル9:45 開演（大）

人

9月9日(日)

1,200円

販売率 ％

枚

設定席数 200 席

販売率

２ 芸術文化活動支援事業　

36 ％

7月8日(日)
14:00 開講
中ホール

人

入場料等 入場・販売実績

塩尻市民芸術祭
舞台発表の部

（日本舞踊、歌謡、吟道
　太鼓、民謡・器楽発表）

全席自由

通し券(3回)
3,000円

１回券
1,200円

№

今年で４年目となる「クラシックギモン解
明！入門講座」。今回は、音楽の作曲様式、
形式について学ぶ「作曲解体新書」と題して
開催しました。第１回目はヴァリエーション
（変奏曲）がテーマ。バッハ、モーツァル
ト、ベートーヴェンなど有名作曲家の作品を
例に変奏がどのように行われているか解説し
ていただきました。お客様にも簡単な変奏曲
を作っていただくなど、作曲の面白さも実感
していただける内容となりました。

加藤昌則の
クラシック

ギモン解明！
入門講座

作曲解体新書
（全３回）

第１回

日時・会場 事業名 事業実施概要

4 11月18日(日) 13:30 開演（大） 1,300 人

5 12月9日(日)

2

販売枚数 71

入場者数 71

3
9:30 開演（大）

塩尻市民文化祭
舞台発表の部

（日本舞踊、民謡・器楽
　吟道､太鼓発表）

300 人

9:45 開演（中） （歌謡発表） 500 人

6月10日(日)

42

7月8日(日) 9:30 開演（大）

 9:30 開演（大）

　（１）市との共催事業　

№ 日時・会場 事業名 事業実施概要 入場料 入場・販売実績

1

全席自由
無　料

350 人



無　料
3,340 人

人

　（２）他団体等共催事業　

№ 日時・会場 事業名 事業実施概要 入場料 入場・販売実績

1,031 人
3,000円

販売枚数 1,167 枚

全席自由

入場者数

1
6月16日(土)
17:30 開演
大ホール

【共催事業】
ＮＢＳ長野放送

青木隆治
　LIVE TOUR 2018

ものまね番組に多数出演し、本格的な歌ま
ねからコミカルなモノまねまでこなし、幅広
いファンのいる青木隆治。チケットは完売と
なりました。'７０から'９０年代のヒット曲
を、チューブ、吉幾三、八代亜紀、布施明、
松山千春などジャンルを問わず熱唱。十八番
の美空ひばりでは、豪華な衣装で登場し、会
場を沸かせました。

全席指定

入場者数 1,140 人
6,800円

販売枚数 1,140 枚

設定席数 1,140 席

【完売】

入場率 100 ％

7月16日(月)
9:35 開演
大ホール

【共催事業】
第85回ＮＨＫ全国学校

音楽コンクール
長野県大会

第32回長野県
学校合唱大会

高校ブロック大会　兼
第27回長野県高校合唱
サマーフェスティバル

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール長野県大会
は、共催事業として３年目の実施となりま
す。長野県学校合唱大会高校ブロック、高校
合唱サマー・フェスティバルも兼ねて開催さ
れました。コンクールへの参加３２校、フェ
スティバル参加のみの８校と各校選抜メン
バーによる二つのリーダーズコールの演奏が
披露されました。高校の合唱部とあってレベ
ルの高い演奏が行われ、松本県ヶ丘高校が関
東甲信越ブロック大会へ県代表として選出さ
れました。９月８日に埼玉県で行われた関東
甲信越ブロック大会では、松本県ヶ丘高校は
奨励賞を受賞しました。

全席自由

8月25日(土)
 　26日(日)
9:30 開演
大ホール

第32回長野県
学校合唱大会
小中学校の部

長野県大会には、北信、東信、中信、南信
Ａ、南信Ｂの５ブロックから選出された塩尻
市立広陵中学校を含む、小学校２４校、中学
校１９校が出場しました。県代表をかけて練
習を積んできた子どもたちの歌声が、学校関
係者、保護者でほぼ満席となったホールに響
きました。関東甲信越ブロック大会へは、長
野市立朝陽小学校、箕輪町立箕輪中部小学
校、小諸市立美南ガ丘小学校、信州大学附属
長野中学校、箕輪町立箕輪中学校が選出され
ました。９月８、９日に埼玉県で行われた関
東甲信越ブロック大会では、銅賞を箕輪町立
箕輪中部小学校、小諸市立美南ガ丘小学校、
信州大学附属長野中学校が、奨励賞を長野市
立朝陽小学校、箕輪町立箕輪中学校がそれぞ
れ受賞しました。

全席自由

入場者延べ数

無　料
3,500

入場者延べ数

無　料
1,225 人

8月1日(水)
13:05 開演
 　2日(木)
9:40 開演
大ホール

第32回長野県
学校合唱大会

中信ブロック大会
小中学校の部

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール中信ブロッ
ク大会小中学校の部には、市内からの塩尻西
小学校、桔梗小学校、広丘小学校、広陵中学
校を含む、小学校１９校、中学校 １１校が
参加し演奏が披露されました。子どもたちの
生き生きとした歌声がホールに響くなか、信
州大学附属松本小学校、松本市立芳川小学
校、松本市立波田小学校、松本市立清水小学
校・松本市立芝沢小学校、塩尻市立広陵中学
校、安曇野市立三郷中学校、松本市立筑摩野
中学校、信州大学附属松本中学校が県大会へ
出場することとなりました。

全席自由

入場者延べ数

【協賛】
塩尻芸能文化協会

第４回
しおじり歌まつり

市民のカラオケ愛好家とプロ歌手が共演す
るという企画で４回目を迎える「しおじり歌
まつり」。チケットは完売となりました。今
回は、一般出演者５８人、地元プロ歌手１０
人、舞踊家４人にゲストプロ歌手として新沼
謙治、真木柚布子、川野夏美、北川大介、花
園直道が出演。岡弘＆クリアトーンズ・オー
ケストラの生演奏をバックに大歌謡ショーが
繰り広げられました。レザン少年少女合唱団
も新沼謙治さんのバックコーラスとして参加
し会場を盛り上げてくれました。

設定席数 1,120 席

【完売】

2

販売率 104 ％

3
9月2日(日)
9:30 開演
大ホール



8
12月23日(日)
14:00 開演
大ホール

【共催事業】
長野朝日放送

野村万作
野村萬斎

第三回塩尻狂言会

前回、平成２８年開催から２年ぶりの狂
言会となります。今回は、萬斎さんの長男の
野村裕基さんを加え野村家三代の出演が実現
しました。番組は、萬斎さんの解説から始ま
り、小舞「貝づくし」では、裕基さんが竜宮
城での貝たちの酒宴を舞で表現し、狂言「咲
嘩」では、万作さんが連歌の師匠と間違えて
泥棒を都から主人のもとへ連れ帰り騒動を起
こす太郎冠者を、狂言「六地蔵」では、地蔵
を造ってもらうため都へ仏師を探しに来た田
舎者を騙そうとする詐欺師を萬斎さんが演じ
ました。万作さんのユーモラスな演技と萬斎
さんの語りの面白さに伝統芸の奥深さを感じ
つつも、舞台上の演技に会場からは、終始笑
い声が湧き起っていました。

全席指定

入場者数 1,006

販売率 98 ％

人
4,000円

販売枚数 1,026 枚

設定席数

入場率 92 ％

1,052 席

【完売】

1,134 枚

1,194 席

1,134
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12月15日(土)
①13:00 開演
②15:30 開演

大ホール

【共催事業】
テレビ信州

米村でんじろう
おもしろ

サイエンスショー

レザンホールでは、３回目となる「米村で
んじろう おもしろサイエンスショー」。定
番のブーメラン、子ども大人共に大人気の空
気砲、風船ロケット、大風船飛ばしなど、回
を増すごとにスケールアップした実験が実施
されました。会場内を飛び回るブーメラン、
円形に加えて三角形や四角形にバージョン
アップした空気砲、大風船飛ばしに子どもた
ちは大興奮。クイズに答えて実験グッズが貰
えるコーナーもあり、家族そろって楽しんで
いただけるサイエンスショーとなりました。

全席指定

入場者数 1,754 人
2,700円

販売枚数 748 枚

設定席数 1,904 席

設定席数

5
10月21日(日)
16:00 開演
大ホール

【共催事業】
長野朝日放送

Chick Corea
Solo Piano

From Mozart
to Monk
to Corea

チック・コリア降臨。真に世界最高峰のピ
アニストのソロコンサートがレザンホールで
開催されました。スカルラッティ、ガーシュ
イン、ショパン等のクラシックのジャズアレ
ンジからコリア自身の曲まで神の演奏がホー
ルに響きわたります。演奏の合間には、ス
テージ上へ招いたお客様の印象を即興演奏し
たり、腕自慢のお客様と即興デュオ演奏した
りとお遊び企画もあり、コリアのフレンド
リーな一面も見せていただいたコンサートと
なりました。

全席指定

入場者数 1,042 人
8,500円

販売枚数 1,078 枚
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11月25日(日)
17:00 開演
大ホール

【共催事業】
長野放送

めざましライブ
日本お元気キャラバン

in　塩尻

長野放送のテレビ番組「めざましテレビ」
（フジテレビ制作）の中で放映される音楽ラ
イブイベント「めざましライブ」の公開収録
がレザンホールで行われました。地域活性化
の一助となるべく、旬なアーティストが全国
各地に赴き、街を盛り上げる地域密着型の音
楽ライブとして実施されています。今回は、
歌、ダンスに加え手話をパフォーマンス手段
とするグループ「HAND SIGN」、今旬で人気
上昇中のダンスパフォーマンスグループ
「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」が出演。
会場には10～20代の若いRAMPAGEファンが詰
めかけ熱いライブが繰り広げられました。こ
の模様は、１１月２８日早朝、長野放送「め
ざましテレビ」で塩尻市内の紹介映像と共に
放映されました。

全席指定

入場者数 1,065 人
4,380円

販売枚数 51 枚

設定席数 1,065 席

入場率 100 ％

【完売】

販売枚数

№ 日時・会場 事業名 事業実施概要 入場料 入場・販売実績

販売率 90 ％
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9月22日(土)
18:00 開演
大ホール

【共催事業】
テレビ信州

Lupin　Jazz　Live
Yuji Ohno & Lupintic
Six with Fujikochans

販売率 100 ％

アニメ「ルパン三世」が主テーマのため
か、小さなお子さんの姿も見られ、幅広い年
代層のファンが来場されました。チケットは
完売となりました。レザンホールでは、ルパ
ンジャズライブとしては３回目、大野雄二さ
んとしては、ソロライブを入れて４回目の公
演となります。曲間のトークでは、なじみの
そば屋の話題が出るほどメンバー皆さん塩尻
が気に入っていただいているようです。ベテ
ランメンバーに新進気鋭ハモンドオルガン奏
者を加えたバンドメンバーで、レベルが高く
粋でお洒落なサウンドをホールに鳴り響かせ
ていただきました。

全席指定

入場者数 1,120 人
5,000円

設定席数 席



人

一般

中学生以下
無料

　（３）自主事業　 

入　場　者

500円

350 人

レザンプランナーズ

販売枚数 -

設定席数 409 席

入場・販売実績

1 通　年
レザン少年少女合唱団

2 通　年

講演会
ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ

全席自由

全席自由

レザンプランナーズによる今年度第２回目
の事業は、市内外で音楽活動を行っている
アーティスト７人が出演してのコンサート
「Raisin Autumn Concert Vol.2」を、１１
月９日（金）に企画開催しました。ピアノ、
ソプラノ、フルート、マリンバによるクラ
シック、日本歌曲、オペラアリアなどの聴き
なじみのある名曲をソロ、合奏などバリエー
ションに富んだ構成で演奏していただきまし
た。

枚

前売り
1,000円

無料

日時・会場 事業名 事業実施概要 入場料

―

当日
1,200円

高校生以下

企画から精算までのすべてをレザンプラン
ナーズで行う事業として、『薬物依存症から
つながり♡なおす』長野ダルク竹内剛講演
会、杉田あきひろミニコンサートが、６月
１７日（日）に開催されました。

一　般

42 人

通常練習

月２～３日

入場率 73 ％

　小学２年生から高校生までが集まり、月２
～３回の練習を実施しています。今年度はこ
れまで、５月１３日（日）に中野市で開催さ
れた長野県少年少女合唱祭、９月９日（日）
にレザンホールで開催された塩尻市民音楽祭
コーラス発表の部に参加しました。また、９
月２日(日)に開催された第４回しおじり歌ま
つりでは、新沼謙治さんのバックコーラスを
務め、１２月２日(日)には、ドレスデン聖十
字架教会合唱団とアンコール曲で共演しまし
た。

３月２４日(日)に第２回演奏会をレザン大
ホールで開催しました。合唱組曲「チコタ
ン」、平成に歌われてきた曲を歌い継ぐス
テージ、市内の小中高合唱部の皆さんをゲス
トに迎えたステージなど多彩な演奏を披露
し、来場された皆様に楽しんでいただきまし
た。

全席自由

500円
入　場　者

504 人

コンサート
入場者数 300 人

8月25日(土)
～

9月24日(月)
プロムナード

市民の創作作品を展示するレザンプロム
ナード展。昨年から「さんぽみちの展覧会」
の名称で開催しています。今回は、７人３７
作品が集まりました。着色した籾殻で描かれ
た絵や、オリジナルイラストをティーカップ
など磁器・陶器に焼成するポーセラーツ、県
歌「信濃の国」歌詞の切り絵作品など個性豊
かな作品がホールを訪れた人を楽しませてく
れました。

来観者延べ人数

2,500 人

№ 日時・会場 事業名 事業実施概要 入場料 入場・販売実績

レザンプロムナード展
「さんぽみちの展覧会」

団　員　数

無　料

1

４ その他の事業　

　　レザン帰属団体の運営　

№


