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一般発売!

３公演共通チケット

•Sirba Octet ／ TANTZ!
•新イタリア合奏団　with　村治佳織
•横浜シンフォニエッタ

S席プラチナチケットS席プラチナチケット
一度の予約で複数公演を一気に予約！
公演ごとの予約が不要です。S席プラチナチケットPlatinum Ticket

すべての公演が同一席なので、こだわりの席をマイシート感覚で！同 一 席

ふくしん夢の音楽堂（福島市音楽堂）インターネット予約サービス取り扱い

通常価格の10％OFF！友の会に入会するとさらにお得！割引価格

14,400円一般前売
プラチナ 12,800円会員前売

プラチナ

パイプオルガン講習会受講生募集のお知らせ

お申し込み

会員は3種類

会員期限

友の会特典

その1 その3

その2 その4

申込用紙に必要事項を記入の上、受付期間内に窓
口・郵送（４／２5必着）・FAXにてお申し込み下さい。
詳細は、チラシ（HPからダウンロード可）をご覧くだ
さい。　
令和4年４月１5日（金）～２5日（月）　
８名（応募者多数時抽選…４／２6（火））
小林英之（東京芸術劇場オルガニスト）
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申 込 方 法

受 付 期 間
募 集 定 員
講 師

基礎的音楽理論の知識と読譜力があり、チェルニー
の３０番、バッハのインベンションとシンフォニア、ソ
ナチネアルバム以上のピアノ演奏力のある方　
一般４５,０００円　学生３０,０００円　
令和4年５月15日（日）、７月１7日（日）、
　　　　９月25日（日）、１１月２0日（日）、
令和5年1月１5日（日）、３月26日（日）
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受 講 資 格

　
受 講 料　
開 催 日

●音楽堂窓口または、郵便振込にてお申し込みできます。 ●毎年４月１日から翌年３月３１までの１年間（１年ごとの更新になります。）

●ふくしん夢の音楽堂催し物案内を（イベント情報）を毎月お届け
●ふくしん夢の音楽堂が主催するコンサートの優先予約・割引
●友の会会報（カリオペ）を年１回お届け
　その他の特典につきましては、お問い合わせ下さい。

皆様のご入会を心よりお待ちしております。

●会費
●チケット割引

●会費
●チケット割引

●会費
●チケット割引

2,000円
1公演につき2枚
ペアチケットなら1ペア（2枚）
3,000円
1公演につき４枚まで
ペアチケットなら2ペア（4枚）
15,000円
1公演につき2０枚まで
ペアチケットなら10ペア（20枚）

個人会員（S）

家族会員（F）

法人会員（C）

ふくしん夢の音楽堂を柱とした文化交
流事業の推進および広域連携事業を
図るため、福島市内および周辺市町村
において、オパール世代が中心となっ
て活動している音楽団体などを一堂に
会して日頃の練習成果を発表します。

令和４年度

福島市音楽堂友の会のご案内2022年度  会員募集中！

チケットのお求めは各プレイガイド（ふくしん夢の音楽堂・CNプレイガイド・ローソンチケット他）にて販売予定。詳しくは下記までお問い合せ下さい。

※講習会最終日に修了発表会を開催いたします。

2022年９月19日（月・祝）
12：30開場／13：00開演
●会　　　場 ： 大ホール

入場無料

「見て・聴いて・さわって作ろう♪パイプオルガン」
夏休み 親子で体験教室

一 般
会 員

1,000円
900円

参加費　親子ペア（２名）パイプオルガンをいろいろな角度から
楽しんでいただける内容です。
親子で楽しく学んでみませんか？

毎年恒例の「心ふれあい音楽鑑賞教室」、今年は「芸
術の秋」をテーマに、クラシック音楽を中心に名曲の
数 を々お届けします！芸術の秋を音楽堂で楽しもう♪

第１部　講師演奏とお話
第２部　紙工作（紙工作で作る音の出るオルガンパイプ）
修了後　オルガン体験

●会　　　場：大ホール・第1練習室
●対　象　者：小学校４～６年生と保護者ペア
●申込期間：2022年７月１日（金）～15日（金）
　　　　　　（申込み多数の場合は抽選）
●演奏・講師：小林英之（東京芸術劇場オルガニスト）

2022年8月6日（土）・7日（日）　12：30受付／13：00開講

ふれあいオパールコンサート2022

●会　　　場：大ホール（全席指定）
●出演者：橘　直貴（指揮）
　　　　　梅干野安未（オルガン）
　　　　　東京室内管弦楽団
●プログラム
　・グリーグ：組曲「ペール・ギュント」 
　　第1組曲より“朝”、“魔王の宮殿”
　・アンダーソン：トランペット吹きの休日

●推奨：小学校１～６年生までの児童と保護者
2022年11月19日（土）　13：30開場／14：00開演
心ふれあい音楽鑑賞教室2022 “芸術の秋” オータムコンサート

7,600円一般前売 会員前売 6,700円ふくしまチェンバー・オーケストラゴールドセット券（3公演）ふくしまチェンバー・オーケストラゴールドセット券（3公演）

年間ラインナップ
2022－2023　　　　

～古関裕而のまち　夢の音楽堂から世界へ～

保存版

〒960－8117　福島市入江町1－1
http://www.f-shinkoukousha.or.jp/ongakudou/

024-531-6221TEL
（福島市音楽堂）

ふくしん 夢の音楽堂

（福島市音楽堂）
ふくしん 夢の音楽堂

（福島市音楽堂）
ふくしん 夢の音楽堂

2022年7月24日（日） 一般発売

全席指定 600円
※未就学児（4歳未満は入場不可）も
　入場可能ですが、チケットが必要となります。
　どなたでもご鑑賞いただけるコンサートです。

(C)CAROLINE DOUTRE(C)CAROLINE DOUTRE

SIRBA OCTET

©Ariga Terasawa

牛田智大
©Yashinori Tsuru

山田和樹
©Shino Hidaka

日高志野 村治佳織



※本紙の情報は、2022年3月現在の内容です。諸事情により変更となる場合がございますので予めご了承ください。チケット価格はすべて税込金額になります。当日券はお問い合わせください。
※曲目は演奏者の都合により変更になる場合がございますので予めご了承下さい。
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一般前売

会員前売

シングル
2,500円
2,200円

学生
1,000円
　900円

全席指定

2022年10月2日（日） 一般発売

一般前売

会員前売

シングル
2,500円
2,200円

学生
1,200円
1,000円

全席自由

2022年6月5日（日） 一般発売

一般前売

会員前売

シングル
4,000円
3,600円

学生
2,000円
1,800円

全席自由

2022年7月10日（日） 一般発売

Sirba Octet ／ TANTZ！ 「最強のクレズマー音楽集団！？」

名門パリ管弦楽団のメンバーを中心に2003年に結成されたユ
ニークなアンサンブル。彼らの一連の公演に共通するテーマは東
欧の民族音楽。今回のプログラムは2015年にラ・ドルチェ・ヴォ
ルタ・レーベルより発表されたアルバム「TANTZ！」（踊れ！）か
らお届けし、ルーマニア、モルドヴァ、ロシア、ハンガリーのクレズ
マーとツィガーヌの祝祭舞踊の伝統的な音を探求し続ける彼らの
代表的なプログラムです。その土地の人々によっ
て培われたメロディは当然ながら情緒的かつ繊細
に彩られており、さらにシルバ・オクテット特有の
色彩や深み、独創性によって新感覚でエキサイ
ティングな音楽をご体験いただけます！

●会　場：大ホール（全席指定）
●プログラム（予定）
　コロミーシュカ　Kolomishka
　ルーマニアン・ファンタジー　Fantaisie Roumaine ほか

2022年7月31日（日）　13：30開場／14：00開演

一般前売

会員前売

S席ペア
7,200円
6,400円

Ｓ席
4,000円
3,600円

Ｓ席学生
2,000円
1,800円

A席ペア
5,400円
4,800円

A席
3,000円
2,700円

A席学生
1,000円
　900円

全席指定

2022年4月17日（日） 一般発売

プラチナチケット対象

日高志野ピアノ・リサイタル

ロシア国立モスクワ音楽院で研鑽を積み、エミール・ギレリス国際ピ
アノ・コンクール優勝の実力者。世界各地で活躍を広げる期待のピア
ニストが、満を持して福島市音楽堂に初登場！
活躍の場はコンサートホールのみならず、テレビやSNSでも話題に。
コロナ渦では配信コンサートも意欲的に取り組み、今後も注目を集め
続ける事間違いなし！ 
バッハから始まり、ロシアンピアニズムの情景を耳で感じられる、鮮烈
で、エネルギッシュな、躍動するプログラムをお届けします。
ロシアから持ち帰った息吹をぜひ一度お聴き下さい。

2023年1月29日（日）　13：30開場／14：00開演
●会　場：大ホール（全席指定）
●プログラム（予定）
　ラフマニノフ：前奏曲「鐘」Ｏp.3-2
　ムソルグスキー：組曲「展覧会の絵」 ほか

人気沸騰中の若手ピアニスト、福島市初登場！

9月公演

古関裕而のまち「ふくしまチェンバー・オーケストラ」コンサート

●会　場：大ホール（全席自由）
●出演者：濱津清仁（指揮）
　　　　：相樂孝仁（語り・俳優）
●プログラム（予定）
　＊芥川也寸志：弦楽のためのトリプティーク
　＊サン・サーンス：動物の謝肉祭
　＊ハイドン：歌劇「無人島」プレリュード
　＊モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」

2022年9月18日（日）　13：30開場／14：00開演

10月公演

●会　場：大ホール（全席自由）
●出演者：板倉康明（指揮）
　　　　：牛田智大（ピアノ）
●プログラム（予定）
　＊武満徹：弦楽のためのレクイエム
　＊モーツァルト：ピアノ協奏曲第24番
　＊ベートーヴェン：交響曲第2番

2022年10月16日（日）　13：30開場／14：00開演

一般前売

会員前売

シングル
2,000円
1,800円

学生
1,000円
　900円

全席自由

2022年9月4日（日） 一般発売

パイプオルガン・クリスマスコンサート

●会　場：大ホール（全席自由）
●出演者：小林英之（パイプオルガン）　
　　　　　本多啓佑（オーボエ）
　　　　　今尾滋（テノール）
　　　　　阿部絵美子（ソプラノ）
●プログラム（予定）
　＊ヴィヴァルディ：「調和の霊感」第８番
　＊マルチェロ：オーボエ協奏曲
　＊D.クロムプ：コラール変奏曲「きよしこの夜」
　＊クリスマスキャロル～主はその群れを、かみのみこ

はこよいしも、あなたは空から降りてくる～
　＊レスピーギ：リュートのための古風な舞曲とアリア第３組曲

2022年12月18日（日）　13：30開場／14：00開演

(C)CAROLINE DOUTRE(C)CAROLINE DOUTRE

新イタリア合奏団 with 村治佳織
極上の「イタリア」音楽の旅～ギターで聴く新しい《四季》

イタリアの実力派奏者が集う最高峰のアンサンブル、新・イタリア合
奏団。軽快で明るい音色は世界各国の聴衆を惹きつけ、日本でも人気
を博しています。前半では、イタリア歌劇から映画音楽まで、多彩な曲
目を披露します。息の合った自由闊達なアンサンブルが魅力です。
後半は、彼らの代名詞とも言えるヴィヴァルディ
『四季』を、人気・実力ともにNo.1のギタリスト、
村治佳織によるギター独奏版でお届けします。春
夏秋冬がどのように彩られるか、最高の組み合わ
せによる新しい『四季』に、どうぞご期待ください。

●会　場：大ホール（全席指定）
●プログラム（予定）
　モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調 K.138
　ロッシーニ（ガンバロ編）：歌劇「アルジェのイタリア女」序曲 ほか

2022年11月3日（木・祝）　13：30開場／14：00開演

一般前売

会員前売

S席ペア
10,800円
　9,700円

Ｓ席
6,000円
5,400円

Ｓ席学生
3,000円
2,700円

A席ペア
7,200円
6,400円

A席
4,000円
3,600円

A席学生
2,000円
1,800円

全席指定

2022年7月3日（日） 一般発売

プラチナチケット対象

(C)Ayako   Yamamoto(C)Ayako   Yamamoto ©Ariga Terasawa©Ariga Terasawa

横浜シンフォニエッタ
日本が世界に誇るマエストロが福島に登場！

2023年4月よりイギリスの名門オーケストラ・バーミンガム市交響楽団の音楽監督に就任する山田和樹。今や世界に燦然
と輝く指揮者となった氏が日本で唯一音楽監督を務めるオーケストラが横浜シンフォニエッタです。東京・サントリーホー
ル等で定期的に公演を行うほか、フランス・ナントのラ・フォル・ジュルネ音楽祭やロシア・モスクワのロストロポーヴィチ音
楽祭等に招かれるなど　国際的に活躍するオーケスト
ラが福島市初登場。昨年行われたショパンコンクール
で大いに存在感を発揮したピアニストの古海行子との
シューマンのピアノ協奏曲、そして名曲ブラームスの交
響曲第2番で感動の嵐を巻き起こします。

●会　場：大ホール（全席指定）
●出演者：山田和樹（指揮）、古海行子（ピアノ）
●プログラム（予定）
　シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54
　ブラームス：交響曲第2番 ニ長調 Op.73

2023年1月20日（金）　17：00開場／18：00開演

一般前売

会員前売

S席ペア
10,800円
　9,700円

Ｓ席
6,000円
5,400円

Ｓ席学生
3,000円
2,700円

A席ペア
7,200円
6,400円

A席
4,000円
3,600円

A席学生
1,000円
　900円

全席指定

2022年9月25日（日） 一般発売

プラチナチケット対象

©Yashinori Tsuru©Yashinori Tsuru

福島県にゆかりのある音楽家で構成されたプロフェッショナルの「ふくしまチェンバー・オーケストラ」の定期演奏会
をお楽しみください。三浦尚之（芸術監督）

©サントリー芸術財団©サントリー芸術財団

小林英之小林英之 阿部絵美子阿部絵美子

本多啓佑本多啓佑

今尾滋今尾滋

牛田智大牛田智大
うしうしだだともともはるはる

相樂孝仁相樂孝仁濱津清仁濱津清仁

板倉康明板倉康明


