


※未就学児は無料（保護者のひざ上で鑑賞、但し席が必要な場合は
チケットをお求めください）
Lコード：63560  Pコード：304-120

ブリランテ

一般・友の会
同一価格

全席
指定

主演：森下洋子、刑部星矢

映画音楽専門のハリウッド・フェスティバル・オーケストラがシンフォニア岩国で初公演！
銀幕の名曲の数々から、ハリウッドの最新作、ゲストのヒットソングまで、豪華プログラムで
お届けします！

シンフォニア岩国では4年ぶりの「第九」が帰ってきます！
開館20周年を記念し、山口県出身のソリスト4人が歓喜の歌
を熱唱します。公演に向けた熱いメッセージをいただきました！

大人 5,000円 学生 2,000円

17：30開演［17：00開場］
【会場】コンサートホール12/23（金・祝） 

出演：ビリー・キング、綾戸智恵

2016-2017

チケット発売日 11/4（金）
友の会 10/28（金）

14：00開演［13：30開場］
【会場】コンサートホール

20172/18（土） 

1,800円 

Lコード：65853  Pコード：290-389

15：00開演［14：30開場］
【会場】コンサートホール20171/21（土） 

15：00開演［14：15開場］
【会場】コンサートホール12/4（日）

シンフォニア岩国開館２０周年「歓喜の第
九演奏会」開催、誠におめでとうございま
す。心よりお祝い申し上げます。この記念
すべき演奏会にソリストとして出演させて
いただきますこと、大変嬉しく、光栄に存
じます。モーツァルト「魔笛」序曲で物語の
始まりに胸が高鳴り、哀愁あふれるラフマ
ニノフ「ピアノ協奏曲」で五感を刺激さ
れ、そして、山口愛いっぱいの、ベートー

ヴェン「第九」が２０年の歴史とともに会場中に鳴り響き、歓喜
の渦に酔いしれることでしょう。どうぞ皆さま、ご一緒に！愛をこ
めて！フロイデ！

歓喜の第九
演奏会

大人2,000円  学生1,000円

公演
情報

全席
指定

いわくに元気亭

チケット発売日 11/25（金）
友の会 11/18（金）

14：00開演［13：30開場］
【会場】多目的ホール

20172/26（日） 

一般 3,500円 
学生 1,500円

全席
指定

17：30開演［16：45開場］
【会場】コンサートホール11/20（日） 

ハリウッド・フェスティバル・
オーケストラ 2017

BEGIN コンサート

全
席
指
定

25歳以下の学生S席 7,500円
A席 6,000円（3,000円）
B席 4,000円（2,000円）高校生以上 6,500円

小・中学生   2,000円全
席
指
定

■指揮：現田 茂夫   ■管弦楽：山口県交響楽団  
■合唱：シンフォニア・フロイデ  ■ピアノ：手嶋 沙織

全
席
指
定

曲
目

出
演

■モーツァルト：「魔笛」序曲
■ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30
■ベートーヴェン：交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付」より第4楽章

故郷山口県で初めてのオーケストラを伴う本格
的な「第九」出演となります。周防大島(旧久賀
町)で生まれ、高校卒業まで平生町で育ちました
が、当時あれほど吹奏楽(トランペット)に夢中
だった少年が約20年後、テノール歌手としてシ
ンフォニア岩国の舞台に立つことになるとは想
像出来ませんでした...。この度こうして貴重な機
会を頂き心から感謝しています。「第九」は何度
歌っても満足することのない、果てしなく偉大な

作品ですが、故郷の皆さんによる合唱とオーケストラの響きと共に、自分
の人生の出発点に思いを込めた特別な「歓喜の歌」をお届けしたいと思
います。(うっかり山口弁のドイツ語にならないよう気を付けますね...！)

中井 亮一（テノール） 河野 克典（バリトン）

モチェオ久美（ソプラノ） 金子 美香（アルト） 4年ぶりとなる岩国での「第九」に参加させてい
ただけますことを本当に嬉しく思っています。第
九を歌わせて頂く機会は多いですが、やはり故郷
である山口での「第九」は私にとって特別なこと
ですし、特に岩国の皆さんにはいつも温かく迎え
て頂き、私は宇部出身ですが毎回まるで生まれ
育った場所に帰ってきたような感覚になる大好き
な場所になっています。そして岩国の皆さんの音
楽はいつも情熱とパワーに満ち溢れていて、一緒

に歌わせて頂くと心が元気になります。共演させていただく素晴らしいソリ
ストの皆さんも山口県出身というめったにない機会に今からワクワクして
います。山口県人のパワーが集結する「第九」、皆様ぜひお越しください！！

“特別なこと！”今年も再びシンフォニア岩国にお
いて「第九」を皆さんとご一緒させて頂く事とな
りました。「第九」を歌うということは、何と特別
な気分でしょうか！その喜び満足感はいつも皆さ
んの笑顔を見るとわかります。あのステージの上
でライトを浴びて、大勢の仲間であるオーケスト
ラ、そして合唱団のメンバーと一緒に演奏をす
るという気持ちの快さ。あの華やかなフィナーレ
を味わうこと、それはまさに「特別なこと」「非日

常的」な時間です！聴衆の皆さんとともにあの特別な空間と時間を味わい
喜びを一緒にできる事を心待ちにしています。是非その「特別な瞬間」を
一緒に味わうためにいらして下さい。皆さんとともに笑顔の時を！

松山バレエ団×広島交響楽団

チケットは完売しました！
ありがとうございました！

スペシャルハイライトくるみ割り人形

出演：川﨑麻世、杉本彩、吉田要士

2016 2017

0歳児
から
入場可

松山バレエ団によるバレエに親しむワークショップ開催決定！
本公演前日のバレエ団のレッスン風景をご見学いただき、みんなで体を動かしましょう！
バレエのレッスンや作品についてのお話も聴けるチャンス！（森下洋子氏は参加いたしません）

■開催日：11月4日（金）　■時間：17：30～（30分程度）  ■会場：2階 多目的ホール

参加希望の方は本公演チケットをご持参の上、17:15までに2階多目的ホール入口にお集まりください。
簡単な動きを交えたワークショップを予定しています。（動きやすい服装でお越しください）
※参加希望者が多い場合はお待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。

春
風
亭
昇
太

落
語
会

次回は「クリスマス・ディスプレイ」
設置は１１月初旬を予定しています。お楽しみに♪

親子のための　　  コンサート 

友の会は500円引き（学生を除く） 
※4歳未満入場不可　Lコード：65848　Pコード：449-709

友の会は500円引き（学生を除く） 
※未就学児入場不可
Lコード：65852　Pコード：290-388

友の会は500円引き（学生を除く） 
※未就学児入場不可　※当日は500円増し
Lコード：65854　Pコード：449-710

一般・友の会
同一価格

友の会は500円引き（学生を除く） 
※未就学児入場不可  ※当日は500円増し
Lコード：65847  Pコード：290-384

館内ディスプレイ設置!
来館者にお楽しみいただける
フォトスポットが登場！
初となる展示はハロウィン・ディスプレイ！
10月末まで設置し、写真を撮って送ってくれ
た方に粗品をプレゼントしました。シンフォニア
岩国と指定管理者（サントリーパブリシティ
サービス㈱）が同じ、愛知県の岡崎市シビック
センターと共同で制作しました。

子育

託児
子育託児

子育 託児学割

託児学割

子育 託児

託児

学割

託児

  14：00開演［13：30開場］
【会場】コンサートホール

11/5（土）

最高ランク以外の席種に
学生割引を適用。（25歳
以下の学生）

子育て支援割引。お子様2人目は半額、
3人目以降は無料。但し、保護者同伴の
18歳以下のお子様に限る。

無料託児サービス。0歳児（7ヶ月以上）
から就学前のお子様。定員10名。公
演の2週間前までに要申込くるみ割り人形スペシャルハイライト クリスマス・キャロル 音楽の絵本 ブリランテ

BEGIN コンサート 2016-2017 ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ歓喜の第九 演奏会

11 12 1 2 3
春風亭昇太 落語会

エネルギア文化・
スポーツ財団
助成事業

対象者

本公演
チケットを
お持ちの方

私達が豪華キャストを紹介♡
圧倒的な存在感！主演の川﨑麻世
さん。抜群の歌唱力！吉田要士さん。
ダントツのダンス力！杉本彩さん。
どう？ゾクゾクしちゃうでしょ？では
ピュアな現在の精霊ちゃんどうぞ。

本番であのじいさん（スクルージ）
を可愛がれると思うと、今からウズ
ウズするよ！ア～ッハッハ～ ねっ♡
私たちとっても仲良しでしょ？
さぁ、岩国のみなさんも私達と一緒
に時間旅行に出掛けましょう♡

はい！お稽古場はクリスマスソング
が流れてもうすっかりクリスマス気
分♪あなたは過去・現在・未来に行
けるとしたらどこに行きたいです
か？サディスティック未来の精霊
ちゃんどうぞ。

は～い♡過去・現在・未来の精霊、
　　　　　 スリービューティーズです！

好評
発売中！

好評
発売中！

残席
わずか

セクシーな

過去の精霊

星野真衣

ピュアな
現在の精霊

小林あゆみ

サディステ
ィックな

未来の精霊

かまだ聖子

セクシーな

過去の精霊

星野真衣

ピュアな
現在の精霊

小林あゆみ

サディステ
ィックな

未来の精霊

かまだ聖子

これから始まる稽古や公演情報は「スイセイ・ブログ」
［http://www.suisei-m.com/blog/］を見てね！


