
料理×音楽
MONTHLY PICKUP

6.19 SUN

澤近泰輔64祭
トーク、トーク、
どこまでもTalk？

〒194-0022 東京都町田市森野1-15-13 パリオビルB1 
●小田急線町田駅西口改札を出て、右手側前方のスロープを渡り、2階連絡通路1分
●JR町田駅中央改札口を出て右（北口）に。マルイの角を左折し、2階連絡通路2分

TEL 042-732-3021  MAIL info@mahoroza.jp

www.mahoroza.jp

営業時間は公演により異なる場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。

まほろ座は音楽と食事を楽しむ
エンターテインメントレストラン

世代を超えて皆様の架け橋となる場を
日本の、世界の、町田の、あらゆる世代の芸術と青春を
このステージからお届けいたします。
古き良き時代から今へ繋ぐ歌謡曲が世代を
超えて盛り上がっております。

Performance&gracefull

季節や時代を先取りした町田にはない
大胆かつ繊細な創作料理と、食事に合わせたワイン
四季折々のオリジナルカクテル・ノンアルコールも
取り揃えています。

「BE MY STAR」
誰もがスターであるという意味を持つ
「BE MY STAR」。
お客様、出演者、そして我々スタッフも
輝ける場所であるようにと想いを込めました。

60’～70’ミュージック、ミュージカル、フラメンコ、シャンソン、ジャズ、
ソウルディスコミュージック、カントリーミュージック、フラダンス、
ベリーダンス、落語、和楽器、古典芸能、ラテン、朗読、映画 etc

ジャンル

料理×音楽

About MAHOROZA About MAHOROZA

STAGE

出入口

タワーレコード町田店店長 石黒のおすすめディスク
Taj Mahal/Ry Cooder
「ゲット・オン・ボード:ザ・ソングス・オブ・サニー・テリー&ブラウニー・マギー」

［ お問合せ ］080-5080-6311（アキタ）

［ お問合せ ］まちの案内所 町田ツーリストギャラリー TEL 042-850-9311

［ お問合せ ］音楽の泉 代表 斉藤恵津子 FAX 042-729-3614

［ お問合せ ］タワーレコード町田店 TEL 042-710-2161

今月のオススメは伝説のスライド・ギタリストと伝説
のブルースマンの至福のコラボ盤！アメリカン・
ミュージックの求道者ライ・クーダーとルーツ＆エ
スノ・ミュージックを融合させた稀代のミュージック・
クリエイター、タジ・マハールが二人のが敬愛するテ
リー・ブラウンとブラウニー・マッギーの音楽を取り
上げた作品。ブルース、フォーク好きな方はもちろ
ん、グッドミュージック愛好家の皆様には全員聴いて
頂きたい渋さとワクワク感が共存した1枚です！

32年間毎年続けてきたシャンソンやカンツォーネを歌
う音楽の泉グリーンホール巴里祭。今年はゲストに石井
慶子・香川有美・田村良一さんを迎えて、藤原和矢グループ
の演奏で、元気な90歳、88歳のメンバーを交えて28名
が歌います。皆様のご来場をお待ちしております。

座席は通常時より間隔を空けて配置致
します。2名以上のお客様はお席が離れ
る場合がございます。※レイアウトは公
演によって異なります。

INFORMATION INFORMATION

06
2022

まほろ座 MACHIDA  マンスリースケジュール

à la carte
厳選された食材を使用したお料理と
季節限定ドリンクのご紹介

自家製パウンドケーキ
抹茶と大納言 1個 ¥350（税込）

キャラメルアップル 1個 ¥300（税込）

じわじわと口コミが広がっているまほろ座の自家製パウンドケーキ！
新メニュー「抹茶と大納言」が登場！抹茶の苦味と大納言の甘みの絶妙なハーモ
ニーをお試しください。安心する美味しさの「キャラメルアップル」も引き続き販売し
ております。お土産やご来店の記念にぜひお買い求めください。

TAKE
OUT

エボリューション
ラッキー ナンバーナイン（白）
（アメリカ/リースリング他）

個性豊かで色々な料理と合うアロマ
ティックでフレーバー豊かな白ブドウ品
種をブレンドした飲みやすいワイン。

エボリューション
ビック・タイム・レッド（赤）
（アメリカ/サンジョヴェーゼ・シラー他）

チェリーとレッドプラムのアロマに熟した
ラズベリーなどのジューシーな味わいが
主体となり長い余韻が続きます。食事を一
層楽しくしてくれるワイン。

グラス 各¥900（税込）
デカンタ 各¥2,600（税込）

日付

会場

主催

6/11（土）～19（日）10：00～18：00  ※最終日15：00まで

町田パリオ 3F ギャラリー・パリオ

穐田英則（代表）、浅羽直人、石澤潤一、井手芳男、桑原浩幸、
河野信紀、塚原徹、土屋勝範、野渡優弥、樋口聡、藤井理行、
巻口香奈、三田村裕、吉原勇樹、吉村俊彦、武川健太（招待作家）

日付

会場

料金

7/14（木）16:00開場 / 16:30開演

相模女子大学グリーンホール　大ホール

指定席 ¥2,900 / 自由席 ¥2,000

「ロマンスカー写真展～VSEの17年に想いをこめて～」
今年3月11日をもち、定期運行を終了した小田急ロマンスカー
VSEを中心に、小田急線、箱根登山線、御殿場線の風景に溶け込ん
だロマンスカーの写真を展示します。鉄道写真愛好家15名、招待
作家には鉄道写真家で小田急ロマンスカーカレンダーの写真を
撮影した武川健太氏を迎え開催。参加型のロマンスカー写真の貼
付け、寄せ書きコーナーも楽しめます。

薬師池会場 しょうぶ公開 6/1（水）～6/30（木）
2,200株の花しょうぶが咲き、早乙女姿で花がらを摘む花
摘み娘の姿も見られます。公開期間の後半は園内でさまざ
まな種類のあじさい1,000株が見頃となります。

えびね苑会場 あじさい公開 6/15（水）～6/30（木）
　　　　　　  9：30～15：30（閉門16：00）
17種5,000株のあじさいが咲き誇ります。あじさいの開花
期間限定でえびね苑を部分開苑いたします。

パリオ応縁プログラム

町田薬師池公園 四季彩の杜 しょうぶ・あじさいまつり

音楽の泉 グリーンホール 巴里祭

リハーサル、MV撮影、アー写撮影、打ち合わせなどで
まほろ座のステージを使ってみませんか？

「まちだ割り」や「ご出演割り」などお得なプランもご用意しております。

お問い合わせ （担当 佐々木）

MAIL ticket@mahoroza.jp　TEL 042-732-3021

ホールレンタルプラン まほろ座の まほろ座の
カジュアル

主催：音楽の泉　後援：一般社団法人 日本シャンソン協会 / 一般社団法人 町田市文化協会

Twitter Facebook Instagram

@mahoroza2015@mahoroza@mahoroza

LINKS 気になる公演情報やチケット購入はこちら

YouTube チャンネル

チャンネル登録お願いします！

イープラス

チケットのご購入はこちら

ステージに向かって前向きなので、
ゆったり見やすく快適です。コース
料理付き公演の場合などにも適
しています。

テーブルを撤去して椅子だけを
並べるスタイルです。ドリンクのみ
の提供となります。

かつての通常配置の縮小版です。
テーブルが川の字に3列あり、対
面で座るためアクリルパーテー
ションを設置しています。

SNS連動ブ
ログ

会場レイアウトのヒミツ

店長佐々木です。これを書いてる5月中旬の時点でまだまだ肌

寒い日が多く、「あれ？これから寒くなっていくんだっけ？」と季

節間隔が迷子になっている今日このごろです。

今月はまほろ座の座席配置について少し。コロナ禍の感染対

策のため、今まで通りの配置では営業できなくなり、試行錯誤

の末現在は大きく3つの配置で営業しております。

通称『前向き』
（そのまま笑）

通称『シアター』

約35席

約45～
  50席

約70席

通称『晩餐会』

通常2～3人でレイアウトを行う
のですが、たまたま店長一人し
かいなかった日の作業動画を
YouTubeで公開！！

SCOOP!!

#ある日の店長

入場
無料

入園
無料



www.mahoroza.jp
詳しい公演情報はホームページをご覧ください。 チケット購入は24時間対応のWEB予約がオススメです！

TEL 042-732-3139
※政府等の発表により急遽中止・延期等、内容が変更となる場合がございます。※出演者は都合により、予告なく変更になる場合がございます。また出演者
の変更・キャンセルに伴うチケットの払戻しは行いません。※テレワーク対応のためお電話が繋がりにくい場合がございます。※定休日・臨時休業日の電話
予約・電話でのお問合わせはご利用いただけません。メールで頂きましたお問い合わせにつきましては、営業日より順次の対応となります。

出演者・イベント企画募集中！ まほろ座パーティプランも受付中！
まほろ座では出演者、イベント企画を募集しています。ワンマン、イベント、ブッキング等様々な形
でご出演いただけます。結婚のお披露目パーティー、同窓会、歓迎会等もご相談ください。

06 MAHOROZA MACHIDA Monthly Schedule まほろ座では出演者、イベント企画を募集しています。ワンマン、イベント、ブッキング等様々な形
でご出演いただけます。結婚のお披露目パーティー、同窓会、歓迎会等もご相談ください。

澤近泰輔64祭
トーク、トーク、どこまでもTalk？

【開場 / 開演】
〈昼〉11：45 / 12：45
〈夜〉16：00 / 17：00
【会場料金】
¥4,500
【ライブ配信】
¥3,000

6.19
SUN

澤近泰輔
狩野良昭（Gt）
恵美直也（Ba）
キンモクセイ
［ 伊藤俊吾（Vo） / 佐々木良（Gt）
  後藤秀人（Gt） / 白井雄介（Ba）
  張替智広（Dr） ］
宇海（Vo）

6.17
FRI

まほろ座最多出演を誇るまちだガー
ルズ・クワイア（町ガ）が主催する『ま
ちだガールズシアターvol.18』が開催
決定！

町ガの代表曲『銀河ステーション』や
『星ノ栞』の振付けを担当し、町ガが絶
対の信頼を寄せるアイドルユニット
『LiLii Kaona』を招いてのツーマンラ
イブ。

2019年にも開催された、伝説のツー
マンライブの再演が実現する！

LiLii Kaonaは今年7月に解散するこ
とが発表されており、抒情的でオーガ
ニカなLiLii Kaonaの世界観を、まほろ
座で観れるのはこれが最後となる。

絶対に見逃せないステージだ。

ガールズポップ

ポップス

6.3
FRI

毎月木曜日に開催中の『まほろ座シャ
ンソニエ』。こだわりの空間で美味しい
お酒やお食事と共に、本格的なシャン
ソンを気軽にお楽しみいただけます。

ご来店のお客様へご協力のお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

整列時など店内での
ソーシャルディスタンスの確保

咳エチケット、飲食時以外でのマスク着用、
手洗い・手指消毒の徹底をお願いします。

体調が優れない場合はご来店をお控えください。
※ご自宅を出る前およびご来場時の検温にご協力をお願いします。
　37.3度を超えた場合、ご入場をご遠慮いただきます。

情勢により内容が変更となる場合がございます。まほろ座ホーム
ページにて最新情報を随時掲載しておりますので右の「ご協力のお
願い事項」を必ずご一読の上ご来場お願い申し上げます。スタッフ一同、
安全対策を万全にして皆様のご来店をお待ちしています。

まちだガールズシアターVol.18
～リリカオ×町ガ2マンLIVE～

まちだガールズ・クワイア
LiLii Kaona【開場 / 開演】

18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥3,500 / ¥4,000

 PICK
UP!

 PICK
UP!

 PICK
UP!

 PICK
UP!

配信期間～6.25まで

指定席+2オーダー以上

指定席

自由席+2オーダー以上

指定席

配信期間～7.14まで自由席

+2オーダー以上

飲食なし

まちだガールズ・クワイアの
水曜日はWednesday!! Vol.37

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【会場料金】
¥3,000

まちだガールズ・クワイア

金曜日だけど、タイトルは、
『水曜日はWednesday!!』
毎月出演しながら成長してきた、町
ガの定期公演。毎月第一金曜日に開
催中。三部編成のハーモニーが際立
つライブをたっぷりとお届けします！

ガールズポップ

次回

7.1

6.4
SAT

指定席+2オーダー以上

音阿弥ライブ

【開場 / 開演】
〈昼〉12：30 / 13：30
〈夜〉17：00 / 18：00
【一般 / 会員】
¥4,000 / ¥3,500

和太鼓

次回

8.12

次回

8.13

次回

7.286.23
THU

シャンソン

まほろ座シャンソニエ
Paris ♪ Je t'aime

 唄  ：川島豊 / 園まなみ
       児玉正浩 / 真矢ケイ
演奏：原英彦（Pf）
　　 並木健司（Gt）

【開場 / 開演】
17：30 / 18：30
【会場料金】
￥4,000

配信期間～6.16まで

指定席+2オーダー以上

6.25
SAT

いつも応援してくださる皆様に感謝
の気持ちを込めてリクエスト曲 中心
にアロマ香る心地良い空間の中、透き
通る癒しの歌声をお届け致します♪

ポップス

澤 由紀江 50th Birthday Live

澤由紀江（Vo） / 上野義雄（Dr）
六川正彦（Ba) / 織川ヒロタカ（Gt）
赤石香喜（Key） 
Special guest 薗田佳煇（Sax） 

【開場 / 開演】
17:30 / 18:30
【会場料金】
¥5,000
【ライブ配信】
¥3,000

指定席 配信期間～7.1まで+2オーダー以上

6.7
TUE

みんなで町田のまちの交通安全に意
識を向けよう！！
町田市は事故が多いまち？少ないま
ち？最近多い事故の特徴は？
道路を渡る時にヒヤッとした体験
は？雨のときに自転車って？
落語を楽しみながら、交通事故に遭わ
ないためのポイントを考えましょう。
パネル展示や開演前と終演後に交通
安全体験コーナーもあります。
お気軽に参加ください。

落語 / 交通安全講話

笑って学ぶ

交通安全の集い

【開場 / 開演】
13：30 / 14：00
1部 落語、安全講和
2部 座談会
【参加費】無料

先着順入場飲食なし

配信期間～6.17まで

配信期間～6.18まで

6.12
SUN

指定席+2オーダー以上

長江健次（Vo） / 太田公一（Pf）
根岸和寿（Gt）【開場 / 開演】

16:00 / 17:00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500

ポップス

長江健次 with You
～ まほろ座アコースティック

「イモ欽トリオ」のフツオとしてデ
ビュー！俳優、タレント等、幅広く活動
している長江健次。
オリジナル曲や邦楽・洋楽のカバー
と、軽快なトークが炸裂するアット
ホームなアコースティックライブ

6.18
SAT

指定席+2オーダー以上

REVOLUTION-9
［ 上田雅利 （Dr, Vo） / 伊豆田洋之 （Ba, Pf, Vo）
  太田シノブ （Gt, Ba, Vo） / 杉原英樹 （Gt, Vo） ］

【開場 / 開演】
17:30 / 18:30
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,000

ビートルズトリビュート

レボキューがやってくる！Vol.41

TULIPのドラマー上田雅利と日本の
ポール・マッカートニーで名高い伊豆
田洋之を中心に、太田シノブ、杉原英
樹といった実力派が集まり、2005年
夏に結成したビートルズ敬愛リプロ
ダクションユニット。

80年代よりキーボーディスト、作編曲
家としてNSP、CHAGE and ASKA、工
藤静香、八神純子、キンモクセイ、松山
千春、藤田恵美、大本友子、木村大、
KOKIA、柴田淳 、相曽晴日など錚々た
る顔ぶれのミュージシャンたちから絶
大なる信頼を得ている澤近泰輔。
まほろ座ではSasatica（佐々木良との
ユニット）、宇海との活動ではお馴染
みだが、まほろ座がある町田市が市制
60周年を迎えた2018年、同じく還暦
となり！初の誕生日ライブが実現。
年に一度！THE澤近泰輔をフォーカス
しまほろ座で祝う誕生日ライブ。
5年目となる今回はトーク！？トー
ク！？乞うご期待！

Hideki Kurosawa Birthday live
「52（Go To) second chapter」

【開場 / 開演】
16：30 / 17：30
【前売 / 当日】
¥5,200 / ¥6,000
【ライブ配信】
¥3,000

8.28
SUN

黒沢秀樹
長田進（Gt）
冨田謙（Key）
岡井大二（Dr）
田中貴（Ba）

ポップス

配信期間～9.3まで指定席+2オーダー以上

L⇔Rのメンバーとしてのデビューか
ら30周年を機に、昨年開催したホー
ルでのソロライブ「BEST OF Hideki 
Kurosawa THE FIRST 30 YEARS」。
コロナをはじめとする激動の状況の
中、クラウドファンディングやライブ
配信で届けられた気持ちをもって、今
年もファンと一緒に新しいページに
ストーリーを刻んでいきます。
今年のバースデーライブはこの日だ
けのスペシャルなバンドメンバーとし
て、黒沢秀樹のミュージシャンとしての
スタートを手がけた岡井大二氏（四人
囃子）が参加。52才の誕生日、黒沢秀
樹の第２章へと続くライブをお見逃し
なく！

6.11
SAT

指定席+2オーダー以上

souichi
souichi band
［ 久次伶音（Gt） / 日高真夢（Ba）
  長野祐亮（Dr） / 岩本義雄（Sax）
  田中俊光 （Key） ］

【開場 / 開演】
18:00 / 19:00
【前売 / 当日】
¥4,500 / ¥5,200
【ライブ配信】
¥2,500

ロック / ポップス

souichi LIVE 2022
『ALIVE is LOVE』

3年越しのNewsingle『ALIVE』を4/2
に発売！3年ぶりのLIVEを開催しま
す！！復活のステージはsouichiの
birthdayLIVE！初のLIVE配信も有！

FM HOT839で毎月第4土曜日に放
送中のラジオ『キンモクセイのササ
キでシライな月末ラジオ』の公開収
録です。後半はアコースティックミニ
ライブも行います！

フラメンコ・エン・マホローサ Vol.38

7.2
SAT

指定席+2オーダー以上

鈴木聖美（Vo） / 伊賀武氏（Agt,Cho）
山内和義（Ba,Cho）
力石理江（Key,Cho）

【開場 / 開演】
〈1st〉14：30 / 15：30
〈2nd〉18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥6,500 / ¥7,000

ソウル

鈴木聖美 35th Anniversary
"I’ve got a soul Acoustic"

今年デビュー35周年を迎える鈴木
聖美が、自らのベストセレクション、
オリジナル、洋楽、邦楽カバーを久し
ぶりのアコースティックバージョンで
大人らしく、いつもと違うリラックス
した雰囲気の中お送りします。

7.8
FRI

配信期間～7.9まで指定席まほろ座特製七夕御膳付き（コーヒー / 紅茶付）

立川晴の輔

【ご予約・販売】
町田パリオ3階 管理事務所
TEL  042-725-3710
MAIL info@pario-machida.com

木村大（ギター）
坂上領（フルート）

【開場 / 開演】
〈昼〉13：30 / 14：00
〈夜〉18：30 / 19：00
【前売 / 当日】
¥3,000 / ¥3,300
【ライブ配信】
¥2,000

落語

7.3
SUN

【開場 / 開演】
13：00 / 14：00
【前売 / 当日】
¥8,300 / ¥8,800

【ライブ配信】
¥2,800
※配信はライブ部分のみ
　になります。

ギター / フルート

立川晴の輔のハレルヤ！独演会 vol.32

七夕の夜、君に逢いたい vol.6　
木村大（ギター）×坂上領（フルート） 

大好評の木村大”君に逢いたい”シ
リーズが七夕に帰ってきました★
あらゆる笛をあやつる“笛の魔術師”
坂上領との初共演！

ライブのあとはトークライブもあり。
ここでしかないファンミーティングも
お楽しみいただきます。

今回は二人の好物がメニューに！ま
ほろ座特製七夕御膳と共にご堪能く
ださい。
※配信はライブ部分のみになります

演奏予定曲：
イマジン／ジョン・レノン
ジュピター「惑星」より／ホルスト
シェイプ・オブ・ユー／エド・シーラン
たなばた／唱歌
※曲目は変更となる場合がございます

立川晴の輔の定期独演会。スタン
ディングトークに落語もたっぷり二
席。こういう時こそ日常を忘れて、笑
いのひとときを！

音阿弥
［ 西片翠敬 / 古立ケンジ / 江上瑠羽］
近藤玲未 / 高木啓輔
田中杏平 / 原田ともこ

西片翠敬をリーダーに古立ケンジ・
江上瑠羽の3名からなる和太鼓ユ
ニットが初登場。重厚な音圧から軽
快なリズムまで多彩なパフォーマン
スをお楽しみに！

6.10
FRI

フラメンコ

【開場 / 開演】
18：00 / 19：00
【前売 / 当日】
¥4,000 / ¥4,500
【ライブ配信】
¥2,500

町田駅前で本格的なフラメンコ
ショーが楽しめるのはまほろ座だけ！
目の前で繰り広げられる迫力の
ショーを是非お楽しみください。

バイレ：中尾真澄 / JURINA
　　　 川田久美子
カンテ：遠藤郷子
ギター：高橋秀男

指定席+2オーダー以上

音響・照明が充実した会場でライブ配信しませんか。

まずはお気軽にご相談ください。（担当 佐々木）

ライブ配信
     サポートし

ます！

6.24
FRI

トーク / ミニライブ

キンモクセイのササキでシライな月末ラジオ
公開収録

自由席+2オーダー以上

佐々木良（キンモクセイ）
白井雄介（キンモクセイ）

会場 小山市民センター
（町田市小山町2570番地１）

落語
立川晴の輔
交通安全講話
警視庁南大沢警察署

ながらスマホに赤信号！
危ない横断 いのちとり！
出会い頭は ゆっくりと！
笑顔が行き交う町田の街に

主催：
町田市、
警視庁南大沢警察署、
南大沢交通安全協会

協力：
一般財団法人町田市
文化・国際交流財団

制作：
株式会社中村経済
不動産研究所、
まほろ座 MACHIDA

共催：
一般財団法人町田市
文化・国際交流財団

共催：
一般財団法人町田市
文化・国際交流財団

SOLD
OUT！

SOLD
OUT！

七夕御膳付き
特製

※詳細は
　web、SNSにて
【料金】入場無料


