


編成・訳・解説：小宮正安　 カルメン：金子美香（メゾ・ソプラノ）
ミカエラ：乗松恵美（ソプラノ）／ホセ：藤田卓也（テノール）
エスカミーリョ：吉川健一（バリトン）／指揮・合唱指導：村上謙一郎
ピアノ：村上真津江／合唱：シンフォニア・フロイデ（公募合唱団）

4,000円（2,000円）
友の会会員は各席種
500円引き（学生を除く）
※4歳未満の入場は不可

全
席
指
定

心を癒す“天使の歌声”「ウィーン少年合
唱団」の岩国公演。

岩国地区消防組合、山口県警察音楽隊と連
携し、当館の施設の安全性をお伝えすると
ともに、防災への意識啓発を図るためのコ
ンサートを開催。

キヤノンマーケティングジャパングループ創立50周年記念

ウィーン少年合唱団岩国公演

特別協賛：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

5/12（土）
15：00開演［14：30開場］

シンフォニア岩国 × SQUARE ENIX Presents 
サガ プレミアムコンサート2018
ピアノ：伊藤賢治  ヴォーカル：野々村彩乃 ほか

S席 4,000円 A席 3,000円（1,000円）
友の会会員は各席種500円引き（学生を除く）  ※未就学児の入場は不可

全席指定

4/22（日）15：00開演［14：30開場］

©2018 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
ILLUSTRATION : TOMOMI KOBAYASHI

0歳児
から入場
OK

怪盗グルーのミニオン大脱走
日本語吹き替え版［2017年公開］

大人・子ども同一料金 
500円
一般・友の会同一料金
※3歳未満のお子様が
　ひざ上で鑑賞される場合は
　チケット不要。

全
席
自
由 大人・子ども同一料金 1,000円

一般・友の会同一料金
※3歳未満のお子様がひざ上で鑑賞される場合はチケット不要。

全席
指定

5/3（木・祝）
チケット発売日 4/11（水） 友の会 3/21（水・祝）

明治維新150年 長州土佐連携プロジェクト

広上淳一＆京都市交響楽団
～音楽維新の旅～

7/14（土）16：30開演［16：00開場］ S席 4,000円 
A席 3,000円（1,000円）
友の会会員は各席種500円引き（学生を除く）
※未就学児の入場は不可

全席指定

共催事業

S席 8,000円
A席 6,000円（3,000円）
B席 4,000円（2,000円）
友の会会員は各席種
500円引き（学生を除く）
※未就学児の入場は不可

全
席
指
定

明治維新150年を記念し、NHK大河ドラマの名曲を中心としたプログラムを岩国と高知で開催。指揮者広上淳一の歴史トークを織り交ぜながら、京の都か
らの音楽特使、京都市交響楽団の演奏でお楽しみいただきます。①10：00～ ②14：00～ 各回30分前開場 

映画
上映

7/7（土）
チケット発売日 4/4（水） ※一般・友の会同日

佐渡裕が国内デビュー後、初めて「首席客演指揮
者」を務めた楽団「大阪センチュリー交響楽団」
（現・日本センチュリー交響楽団）との8年ぶりの共
演がシンフォニア岩国で実現！両者の厚い信頼で結
ばれた最強コンビの演奏をご期待ください！ソリスト
には、今もっとも注目を浴びている若手アーティスト
が登場予定。発表をお楽しみに♪

日本センチュリー交響楽団
指揮：佐渡裕 

チケット発売日 11/14（水） 友の会 11/7（水）

チケット発売日 6/20（水）
※一般・友の会同日

11/11（日）
13：30開演［12：30開場］

500円 一般・友の会同一料金
※未就学児の入場は不可

その他に落語や室内楽などを計画中です！
決まり次第情報誌「ひびき」やチラシ、

HP等でご案内します！
※ご紹介した内容（日時・出演者・演目等）は変更となる場合がございます。

詳しくは公演ごとのチラシでご確認ください。

全席自由

999円全席自由9/1（土）14：00開演予定
アフタヌーンコンサート
Jazzlive Comin All Stars

日ごろの感謝を込めて、シンフォニア岩国の施設を全館開放！
公募の美術展、吹奏楽の演奏会、ダンスやバレエの発表、工作体
験など、多くのイベントを開催します。観て、聴いて、体験できる
シンフォニア岩国をまるごと楽しんでいただけるおまつりです。

3/30（土） START10：00

2019年2/27（水）
18：30開演［18：00開場］

託児学割

特別協賛 株式会社 明治 

ブルガリア国立歌劇場

ビゼー歌劇「カルメン」
〈全4幕〉原語上演/日本語字幕付（プラーメン・カルターロフ版）

SS席 13,000円
S席 12,000円
A席  8,000円（4,000円）
B席  6,000円（3,000円）
友の会会員は各席種500円引き（学生を除く）
※未就学児の入場は不可

全
席
指
定

出
演

オペラの名作『カルメン』をブルガリア国立歌劇場総裁のプラー
メン・カルターロフによる新演出で上演。ドラマチックな名曲の
数々、華やかな衣裳、華麗なダンスなど見どころ満載です。

ちょっと敷居が高く感じられるオペラの世界を、わかりやすく紹介。解
説はヨーロッパ文化史研究家でオペラ脚本も手がける小宮正安氏。
日本を代表するオペラ歌手4名と公募合唱団「シンフォニア・フロイ
デ」がオペラ「カルメン」の名曲を歌います。

チケット発売日 6/13（水） 友の会 6/6（水）

10/14（日）17：00開演［16：30開場］

託児

SS席 12,000円
S席 10,000円
A席  8,000円（4,000円）
B席  6,000円（3,000円）
友の会会員は各席種500円引き（学生を除く）
※未就学児の入場は不可

全
席
指
定

ロシアで最も伝統あるオーケストラの一つである「ロシア国立交響楽団」の日本公演。世界的に活躍する指揮者西本智実が、
12年ぶりに岩国に登場！人気のヴァイオリニスト川畠成道をソリストに迎えます。

チャイコフスキー作曲
■歌劇「エフゲニー・オネーギン」よりポロネーズ
■ヴァイオリン協奏曲（独奏 川畠成道）
■交響曲 第5番 ホ短調 作品64

チケット発売日 5/23（水） 友の会 5/16（水）

学割

学割

学割

託児

9/9（日）14：00開演（13：30開場） 
全席自由 1,000円 友の会会員は無料！  チケット発売日：6月6日（水）

公募合唱団「シンフォニア・フロイデ」 プレイベント「オペラの楽しみ方」に出演する合唱団員を募集！
（募集締切5月末予定）詳しくは別紙募集要項をご覧ください。

オペラの楽しみ方

▲小宮正安 ▲吉川健一 ▲村上謙一郎 ▲村上真津江

▲金子美香 ▲乗松恵美 ▲藤田卓也

募集

　　 井上陽水 
コンサート2018ROCKPICNIC

共
催
事
業

国際ソロプチミスト岩国 第38回文化講演会

人生、どん底からの大逆転
～チャンスを掴む技術～
講師：杉村太蔵氏

5/27（日）17：30開演［17：00開場］

8,640円 一般・友の会同一料金
※未就学児の入場は不可全席指定

問合せ ： ラグタイム 083-925-6843

チケット発売日 4/15（日） 友の会 4/1（日）

スヴェトラーノフ記念ロシア国立交響楽団
平素からシンフォニア岩国をご利用いただきまして、ありがとうございます。

平成30年度は、明治維新150年を記念して、これまでにない新たな
企画をお贈りいたします。まずは、NHK大河ドラマのテーマ曲を集め
てオーケストラの生演奏でお楽しみいただく演奏会、これは当館とオー

ケストラが制作した特別な演奏会です。また、オペラファンのみなさまには

大変お待たせしました、ブルガリア国立歌劇場によるオペラ「カルメン」、

そして、ウィーン少年合唱団や佐渡裕率いる日本センチュリーの演奏会

など、4月から「毎月何かやっている！これが山口県で、岩国であるの？」
といった1年をお過ごしいただけると考えております。
多くの方にお越しいただきやすいよう、公演はできるだけ休日の開催

に努め、ご家族連れに好評いただいております子育て応援割引や託

児サービスも引き続き実施いたしますので、忙しい日常から少し離れ

て、特別な空間でゆっくりと時間をお過ごしください。

これからもみなさまのご意見を伺いながら、演奏会の企画だけでなく、

ご来場いただきやすい仕組み作りも進めてまいりますので、ご支援の

ほどお願い申し上げます。

みなさまのご来館をスタッフ一同心からお待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンフォニア岩国　館長　若林 英樹

ごあいさつ

平成30（2018）年度 シンフォニア岩国主催公演

託児

学割

子育て

5/19（土）
14：00開演
［13：00開場］

［友の会会員の優先予約初日のみ専用電話］ 0827-29-4400
ＴＥＬ0827-29-1600

シンフォニア岩国友の会への同時入会
当館の窓口でチケットを購入される際にご入会いただくと、その購入分から会員割引の
特典をご利用いただけます。（優先発売日初日をのぞく）
※平成29年度会員の方が平成30年5月31日までに更新される場合、入会金は不要となり
ます。6月1日からのご入会は、新規扱いとなりますのでご了承ください。

シンフォニア岩国でのチケットご購入
❶窓口で直接購入
❷電話で予約（ご精算は1週間以内でお願いします。）
　　■窓口にてお引き取り　■郵送（振込手数料・送料はお客様のご負担となります。）

受付時間
10：00-19：00

4/14（土）～22（日）

4/22（日）

5/3（木・祝）

5/12（土）

5/19（土）

5/27（日）

7/7（土）

7/14（土）

9/1（土）

9/9（日）

9/24（月・祝）

10/14（日）

11/11（日）

2/27（水）

3/30（土）

「サガ」原画展

サガプレミアムコンサート2018

映画上映「怪盗グルーのミニオン大脱走」

ウィーン少年合唱団

[共催]国際ソロプチミスト岩国第38回文化講演会 
「人生、どん底からの大逆転～チャンスを掴む技術～」

[共催]井上陽水コンサート2018 ROCK PICNIC

親子のためのコンサート オトハコ演奏会

明治維新150年 長州土佐連携プロジェクト 
広上淳一＆京都市交響楽団「音楽維新の旅」

＜アフタヌーンコンサート＞ Jazzlive Comin All Stars

「カルメン」プレイベント『オペラの楽しみ方』

西本智実指揮 ロシア国立交響楽団

ブルガリア国立歌劇場 ビゼー歌劇「カルメン」

山口県警察音楽隊「避難訓練コンサート」

佐渡裕指揮 日本センチュリー交響楽団

シンフォニア・フェスタ

平
成
3
0
年 

（
2
0
1
8
年
）

（
2
0
1
9
年
）

平
成
31
年

主催公演予定一覧

指揮：西本智実 ヴァイオリン：川畠成道

25歳以下の学生料金。
(　)内の割引価格でお求め頂けます。

保護者同伴の18歳以下のお子様2人目は半額、
3人目以降は無料の子育て応援割引。

アイコン
の説明

7ヶ月以上～就学前対象の無料託児サービス。
定員10名。公演の2週間前までに要申込。

託児

託児

子育て

子育て

9/24（月・祝）
15：00開演［14：30開場］

山口県警察音楽隊

親子のためのコンサート

オトハコ演奏会
午前の部 11：00開演
午後の部 14：00開演

©Greg Sailor

©Takashi Iijima

©s.yamamoto

©伊藤菜々子

©塩澤秀樹

©Sofia National Opera & Ballet

入
場
無
料

SQUARE ENIX 
Presents

「サガ」
原画展

4/14（土）～22（日）
10：00～17：00
会場：企画展示ホール

©Universal Studios

曲
目

（
予
定
）

学割 託児

避難訓練
コンサート入場

無料

＜昨年の様子＞

プレイベント


