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駐車台数に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
■JR岩国駅（東口）から南へ約800m（徒歩で約10分） ※JR広島駅からJR岩国駅まで約50分
■山陽自動車道 岩国ICから車で約25分   ■ JR山陽新幹線 新岩国駅から車で約30分
■岩国錦帯橋空港から車で約5分（出発・到着にあわせたアクセスバスあり）

シンフォニア岩国主催または共催公演

開催日 催し物名 時間会場 入場方法 お問い合わせ

休館日

〒740-0016 山口県岩国市三笠町1-1-1　tel.0827-29-1600　fax.0827-29-1609

https://sinfonia-iwakuni.com

交通の
ご案内 

イベントカレンダー

※掲載内容は作成時点の内容です。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催中止、延期となる場合がございます。詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。

シンフォニア岩国

ズーラシアンブラス
音楽の絵本
～たてがみの騎士～
　　　　　　 2021.10.16 Sat

2（土） 13：30～15：00
（12：30開場）避難訓練コンサートコンサート

ホール 【全席自由】入場整理券　※要事前申込 シンフォニア岩国
TEL 0827-29-1600

シンフォニア岩国
TEL 0827-29-1600

シンフォニア岩国
TEL 0827-29-1600

キングスチャペル岩国
TEL 0827-23-7455

シンフォニア岩国
TEL 0827-29-1600

7（木）～10（日） 9:30～17:30
※最終日は16:00まで写団「のら犬」写真展企画展示

ホール 無料 写団「のら犬」
TEL 0827-31-9700（篠原）

16（土） 15：00～16：30
（14：30開場）

ズーラシアンブラス
音楽の絵本 ～たてがみの騎士～

コンサート
ホール

休館日

【全席指定】3,000円　25歳以下の学生 1,000円　
親子ペア 3,500円

18（月）

23（土） 14：30～16：30
（13：30開場）

第63回定期演奏会
岩国マンドリンオーケストラ

コンサート
ホール 無料 岩国マンドリンオーケストラ

TEL 090-4655-7274（田村）

24(日) ①13：00～15：00（12：30開場）
②17：00～19：00（16：30開場）ミュージカル「天使にラブ･ソングを...」多目的

ホール 【全席自由】2,500円 ミュージカル･ファクトリー クライマックス
TEL 0827-23-0901（りんごの木）

28（木）～
31（日）

10：00～17：00
※初日は13：00から
※最終日は16：00まで

第15回「いろ・色・パステル画」展企画展示
ホール 無料 「いろ・色・パステル画」展

TEL 090-4147-7694（市岡）

29（金） 13：30～14：30
（13：00開場）

みんなの音楽学校～世界をめぐる音楽旅行～
第10回「日本/トウキョウ（山田耕筰）」

ミューズ
ホール 【全席自由】500円

3（水・祝） 13：30～15：00
（12：30開場）平田中学校吹奏楽部演奏会 HIBIKI2021コンサート

ホール 無料　※関係者のみ入場可 平田中学校吹奏楽部
TEL 0827-32-1111（原田）

5（金） 9：45～15：30
（9：30開場）2021年度 岩国市・和木町中学校合唱祭コンサート

ホール 無料　※関係者のみ入場可 岩国地区中学校文化連盟
TEL 0827-21-5168（岩国市立川下中学校）

6（土）

6（土）･7（日）

13：30～15：30
（13：00開場）第29回 川下中学校吹奏楽部 定期演奏会コンサート

ホール 無料　※関係者のみ入場可 川下中学校吹奏楽部
TEL 0827-21-5168（山本）

7（日）

9：30～17：00
※最終日は16:00まで第一回 縁の糸 絵手紙展企画展示

ホール 無料 縁の糸
TEL 090-4695-1539（金本）

11（木）

14：30～16：00
（13：30開場）岩国混声合唱団　第48回定期演奏会コンサート

ホール 【全席自由】一般 990円　学生 500円(高校生以下) 岩国混声合唱団
TEL 0827-21-3731

14（日）

16（火）

14：00～16：30
（13：45開場）リトルコンサート多目的

ホール 無料 TEL 0827-22-6142（糸永）

14：00～16：00
（13：30開場）

【振替公演】アフタヌーンコンサートVol.6
「黒田鈴尊・LEO 尺八＆箏 和楽器の共演」

コンサート
ホール 【全席自由】2,000円　25歳以下の学生500円

23（火･祝）

10：00～16：30
（9：30開場）

10：00～15：00

山口県中学校文化連盟
第17回総合文化祭 岩国大会

コンサート
ホール

企画展示
ホール

無料　※関係者のみ入場可 岩国地区中学校文化連盟
TEL 0827-21-5168（川下中学校 岡田）

26（金）～
28（日）

元気やまぐち創造プロジェクト
ヴィヴァルディ『四季』

26（金）～
29（月）

休館日

27（土）

15：00～17：00
（14：30開場）

第23回 陶"楽会作品展

コンサート
ホール 【全席指定】3,000円　25歳以下の学生 1,500円 シンフォニア岩国

TEL 0827-29-1600

8（水）

10：00～17：00
※最終日は15:30まで

西陣美術織 伊藤若冲展

企画展示
ホール 無料　※11/27(土)体験教室あり 陶"楽会

TEL 0827-43-1665

12（日）

10：00～17：00
※最終日は16：00まで

チリンとドロンのコンサート

企画展示
ホール 無料 西陣美術織全国巡回展実行委員会

TEL 072-808-2223

18（土）

11:00～12:00
（10:45開場）

ピアノ発表会

多目的
ホール 【全席自由】親子ペア 3,000円／シングル 2,000円 NPO法人 岩国子ども劇場

TEL 0827-41-1715

19（日）

休館日

14：00～16：00
（13：30開場）

【振替公演】みんなの音楽学校～世界をめぐる音楽旅行～
第9回「アメリカ/ニューヨーク（バーンスタイン）」

ミューズ
ホール 無料 TEL 0827-41-0070（新上）

シンフォニア岩国
TEL 0827-29-1600

24（金）

11:00～12:00
（10:30開場）

みんなの音楽学校～世界をめぐる音楽旅行～
第11回「フランス/パリ(サン＝サーンス)」

ミューズ
ホール 【全席自由】各回 500円

26（日）

13：30～14：30
（13：00開場）

29（水）～
2022年1月3日（月）

13:00～15:30
（12：00開場）

幸せを引き寄せる文鮮明先生自叙伝
心の書写会

多目的
ホール 無料 世界平和統一家庭連合 岩国家庭教会

TEL 0827-24-5382

12：00～16：00
（11：30開場）クリスマスコンサート＆クリスマス会ミューズ

ホール 無料 ピアノ音楽教室～フォルテ～

14:00～16:00
（13：30開場）第25回 岩国総合高等学校吹奏楽部 定期演奏会コンサート

ホール 500円 山口県立岩国総合高等学校吹奏楽部
TEL 0827-31-6155（小松）

19:30～20:30
（19：00開場）クリスマスイヴ　キャンドルライトコンサート多目的

ホール 要整理券

休館日

休館日

PICK UP EVENT 01

元気やまぐち
創造プロジェクト
ヴィヴァルディ
「四季」 
　　　　　 2021.11.23 Tue

PICK UP EVENT 02

中川英二郎 
TRAD JAZZ 
COMPANY
　　　　　　 2022.1.23 Sun

PICK UP EVENT 03

©Rikimaru Hotta ©読売交響楽団 ©武藤章
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ピッコロトランペット王子の行進曲 ／ 歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」
『美女と野獣』より「ビーアワーゲスト」 ／ 夢をかなえてドラえもん　ほか

「文学作品を文字で読もうとすれば難しい子どもたちも、同じ物語が絵本に
なっていれば目を輝かせてのめり込む。音楽にしても同じことで、視覚的に魅
力ある世界観を作った上で一流の音楽を奏でれば、子どもたちは興味を持
ち、心から楽しむことができる」。そうした考えのもと、音楽における絵本の役
割を目指して作られた、動物たちによる本格的なクラシックコンサートです。
今回動物たちは金管十重奏に挑戦。クラシックからアニメに童謡まで、多彩
な音楽をお子さまと一緒にお楽しみください。

元気やまぐち創造プロジェクト
ヴィヴァルディ「四季」

ズーラシアンブラスは「親と子どもが揃って最後まで聴

き、喜びと感動を共に味わうことのできるコンサートを作

りたい」という思いで緻密かつ丁寧に作られています。

その1：驚くほど個性豊かで魅力的な動物たち
動物たちはそれぞれに生まれや性格がバラバラ。音楽

を始めた理由もさまざまです。例えば、インタビューに

答えてくれた指揮者のオカピは…

•由緒正しい名門ジョンストン家の長男として生まれた

•学生時代に書いた論文が新聞や雑誌で評判になる

ほど賢い

• 学者になることを周りに期待されていたものの、            

本当に好きな音楽の道に進むことに決めた

•世界の色々な国を回って、今のメンバーを見つけ「ズー

ラシアンブラス」を結成 …といった具合です。コンサート

の前でも後でも、気になった動物がいたら「ズーラシア

ンブラス」公式ホームページをチェックしてみてください。

子どもだけではなく大人も「推し」のひとりが見つけられ

そうです！

その2：子ども達の集中力を考えた構成
『音楽の絵本』は文学作品の入口として絵本が用意さ

れているように、クラシック音楽の入口を担う社会的な

役割がある演奏会として制作しています。そのため子ども

達が知らない楽曲も演奏します。新たな曲に出会うこと

でより感性を広げてもらいたいからです。ただ、知らない

曲のコンサートを聞くことは大人にとっても大変なこと。

そのためプログラムを構成する際に「時間とともに変化

する子どもの集中力」を重要視しています。子どもの

視点の移動を踏まえての動物たちのアクション、司会の

登場するタイミング、ソロでのスタンドプレイなど綿密に

計算しています。もちろん、ずっと集中していては疲れて

しまいますから、中盤では程よく「飽きる」ことも必要と

考え計画的にそういった選曲もしています。そして後半

は集中力を取り戻すために笑いの要素をちりばめ、エン

ディングに向けて会場と一体になって盛り上がります。

このように、集中力をコントロールして構成することで

「次は何が起きるんだろう」とワクワクしながらステージ

を見つめることができるのです。途中で飽きても大丈夫。

最後に楽しかった思い出が残れば、それが作り手に

とって最高のご褒美となるのです。 （スタッフ桑名）

10月16日（土） 15：00開演（14：30開場） 【会場】コンサートホール
【料金】全席指定　3,000円（1,000円） ［親子ペア］3,500円 ※3歳以上のお子様はチケットが必要です。

Column

Program

なぜ夢中に？大人も子どもも楽しめる理由

クラシックの世界で「四季」といえば、「天地創造」と同じコンビで作られたといわれているハイドンの「四季」や季節の移り変わりをピアノ曲に

結晶化した名曲、チャイコフスキーの「四季」、邦人が作曲したはじめての合唱曲ともいわれている滝廉太郎の合唱組曲「四季」などがあります

が、最も知名度も高く親しまれているのは、アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディの「四季」でしょう。

ヴィヴァルディは天才ヴァイオリニスト、600曲以上を書き上げた名作曲家であると同時に「赤毛の司祭」とも謳われた聖職者でもありました。

この作品はヴィヴァルディの故郷北イタリアの四季の風景を描写したといわれるヴァイオリン協奏曲で、春夏秋冬各曲にはソネットと呼ばれる

14行の詩が記されています。「春を告げる小鳥の陽気な歌」「夏の焼けつくような暑さと激しい天気の変化」「秋の収穫祭で歌い踊り、バッカス

の杯で祝い酔いつぶれ眠りこける村人たち」「雪と氷に覆われ、冷たい風が吹きすさぶ冬の風景」と楽譜に四季を巡る自然と人間の営みが描

かれています。このソネットが誰によって書かれたのか明らかになってはいません。

ただもしこのソネットを書いたのが「赤毛の司祭」とも謳われたヴィヴァルディ本人なのだとしたら、教会で説教を解くように人生の理を詩と曲に

のせて表現したのかもしれません。ヴィヴァルディの「四季」にある唯一無二の独創性の秘密はここにあるのかもしれませんね。 （スタッフ濱島）

Column 「赤毛の司祭」×「14行の詩」＝唯一無二のヴィヴァルディの『四季（式）』！

PICK UP EVENT 01

Information 0歳から
入場可能好評発売中!!

親 子アイコン種類説明 25歳以下の学生料金。（  ）内の割引
価格でお求めいただけます。

友の会会員はチケット料金10%割引！
（学生料金やその他割引との併用は不可）

子 育 託 児 7ヶ月～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。

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。

25歳以下の学生と保護者対象。
3人目以降は通常料金。

会 員 学 割

親 子子 育 託 児会 員 学 割

PICK UP EVENT 02

山口県防府市出身・在住で元東京都交響楽団チェロ首席奏者である田中雅弘氏の
呼びかけにより、国内トップクラスの演奏家が集結。シンフォニア岩国のほか、県内の
9会場を巡ります。今回限りの特別編成は必聴！上質の音楽をぜひご堪能ください。

文化庁 大規模かつ質の高い文化芸術活動を核とした
アートキャラバン事業

「JAPAN LIVE YELL project」

ヴィオラ ： 篠﨑 友美 チェロ ： 田中 雅弘 ヴァイオリン ： 長原 幸太 コントラバス ： 吉田 秀 ピアノ・チェンバロ ： 田村 響

©SUPERKIDS©SUPERKIDS

ドビュッシー 亜麻色の髪の乙女 月の光　ほか
ハイドン ピアノ三重奏曲 No.25ト長調「ジプシートリオ」
ヴィヴァルディ 「四季」 合奏協奏曲 ヴァイオリン・ソロ 長原幸太

Program
10月8日（金） 19：00 アスピラート（防府市地域交流センター）
10月9日（土） 14：00 不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）
10月10日（日） 10：30 山口県立萩美術館・浦上記念館／14：00 有備館／18：00 山口県立美術館
11月3日（水・祝） 14：00 山口市民会館
11月23日（火・祝） 15：00 シンフォニア岩国（山口県民文化ホールいわくに）
11月24日（水） 19：00 宇部市渡辺翁記念会館
11月25日（木） 19：00 ルネッサながと（山口県民芸術文化ホールながと）

Tour Schedule

防府市出身・在住の田中雅弘さんと
四季のヴァイオリン・ソロを演奏する長原幸太さんにそれぞれ答えていただきました。

本公演の企画
山口県下６カ所で皆様を元気にする夢のコンサートが開催されます。未だに新型コロナウイルス感染

症により皆様が大変な思いをしています。その中で「希望に満ちた未来に向かって」皆様の心に音の

メッセージを届けるために日本のオーケストラトッププレーヤーが山口に集結します。名手によるダイナ

ミックなアンサンブル、ロン＝ティボー国際コンクールピアノ部門優勝の田村響の優雅な音色で山口県

を元気にしたいと思います。皆様とお会い出来る日々を楽しみにしております。

「四季」の思い出
クラシック音楽の代表作ベートーヴェンの「運命」に引けを取らない、世界で最も愛されているヴィヴァル

ディの「四季」に１０人の日本のオーケストラのトッププレーヤーとロン＝ティボー国際コンクール優勝の

田村響が挑みます。春夏秋冬それぞれの季節の素晴らしさをゴージャスな弦楽器とチェンバロで奏でま

す。こんなに素晴らしいメンバーではなかなか聴けません。「四季」は弦楽器奏曲にとって特別な曲です。

イタリアのイ・ムジチ合奏団の演奏を聴いて、弦楽器を始めようと思った人も多いのではないでしょうか。

是非聴きに来てください。

「四季」の思い出
これまで演奏スタイルを変えながら何度も演奏してきた曲です。最近で

は読響男子メンバーで演奏しました。「秋」での狩りのシーン、鉄砲で獲

物を追うシーンでだいぶ追い立てられててんやわんやしましたが、今回

はどうなるでしょうね？バロック時代の曲でありながら、最新のロックの

ような感じもあり毎回新鮮な気持ちで演奏しています。

今回のメンバーについて
今まで割と決まったメンバーで演奏してきました。今回、僕と「四季」を

一緒に弾いたことがある人はいないんじゃないかな？そういう時に新し

いアイディアやフィーリングが生まれてくるのでとても楽しみです！

質問から外れますが…。近年、異常な気候が続いていますね。イタリア

の音楽ではありますが、季節感などを感じながら聴いていただけたら嬉

しいです。

Interview

［ 岩国公演 ］11月23日（火・祝） 
15：00開演（14：30開場） 
【会場】コンサートホール
【発売日】友の会好評発売中  一般 9/29（水） 
【料金】全席指定  3,000円（1,500円） 
　　　 Lコード：62717　Pコード：202-764
※未就学児の入場は不可

Information
好評発売中!!

会 員 学 割

ヴァイオリン ： 岸本 萌乃加／末廣 紗弓／宮川 奈々／巖埼 友美　　ヴィオラ ： 吉田 篤　　チェロ ： 市 寛也その他の出演者

チェロ：田中雅弘さん ヴァイオリン：長原幸太さん

━今回の編成はどんなものですか？
みなさんこんにちは。指揮者のオカピです。「音楽の絵

本」は金管五重奏のズーラシアンブラスを中心に、仲

間の動物たちがお送りするクラシックコンサートです。

今回は「たてがみの騎士」と銘打って、インドライオン

率いるたてがみ自慢のトランペッター達や、重厚感いっ

ぱいのトロンボーン軍団が参加し、金管楽器と打楽器

で華やかに演奏をお届けします。

━見どころは？
ズーラシアンブラスのメンバー達は、とっても個性豊か。

演奏中にマレーバクが寝てしまったり、数を数えるのが

苦手なドゥクラングールが演奏中混乱してしまったり、

サプライズ登場を狙っているメンバーがいたり…。ぼく

も指揮をしていて、まとめるのがとても大変なんです（笑）

のんびりやのナマケモノとせっかちなドールのでこぼこ

コンビがお届けするパーカッションショータイムも大人

気です。ユーモアたっぷりな動物たちにぜひご注目くだ

さい。もちろん真面目に演奏をしている姿も見てくだ

さいね！ 

━意気込みを教えてください。
ひさしぶりのシンフォニア岩国での公演、動物一同とて

も楽しみにしています。とくにこちらの ホールは低音

がよく通る特徴があるのでチューバのセッティングに苦

労した思い出が…。ホッキョクグマが今からどの楽器を

持っていこうか…と楽しそうに悩んでいます。

━初めて来る方へのメッセージをお願いします。
「クラシックって敷居が高い」なんて思っている初心者

さんでも大丈夫。『ルスランとリュドミラ』などの名曲は

聴いたことがなくても、曲の持つパワーに、きっと夢中に

なれるはず。その他おなじみの童謡や映画の曲を、ズー

ラシアンブラス流のアレンジで楽しくお送りします。ぜひ

お気に入りの動物騎士を見つけて、一緒に素敵な時

間を過ごしましょう！

Interview 指揮者のオカピさんが答えてくれました。

©Rikimaru Hotta ©読売交響楽団 ©武藤章



日本を代表する世界的ジャズ・トロンボーン奏者の中川英二郎氏をリーダーに、トランペット・バン

ジョー・チューバ・ドラムの名手で結成した「TRAD JAZZ COMPANY」による「ディキシーランド・

ジャズ」のステージ。リーダーの中川英二郎氏は日本のジャズ・シーンをけん引し、テレビ、映画、ドラ

マなど様々なメディアでトロンボーンを演奏してきました。「シング・シング・シング」「聖者の行進」

「大きな古時計」など伝統のジャズナンバーやなじみ深い人気ナンバーでお送りします。ジャズファ

ンはもとより、ジャズは初めてという方も一緒に楽しめるプログラムです。

「お洒落」「バーやレストランでかかっている音楽」といったイメージは持っているが、

「よく分からない」という人が意外に多いジャズ。昭和の時代にはジャズ喫茶が巷に溢れて

いましたが、最近は見かけることも少ないでしょう。ジャズの魅力を知るには？それはルー

ツを知ることです。今回はジャズの歴史を一部簡単にまとめてみました。

ジャズは米ルイジアナ州の港町、ニューオリンズで1900年頃に誕生したとされています。

しかし実際のところ、具体的にどう生まれたのかは現在まではっきりしていません。

当時の人種差別など複雑な歴史があるニューオリンズは、欧州から移住した人々やスペ

イン、フランス系の入植者と黒人の混血「クレオール」、奴隷制があった時代にアフリカ

から労働力として強制的に連行された人々など、多種多様な人種が集まり、新たな文化

が生まれやすい地域でした。

そんな中、過酷な労働を強いられた黒人労働者が怒りや苦悩、孤独や悲しみといった自ら

の感情を表現する手段として用いた音楽が「ブルース」へと発展しました。これに加えて、

ニューオリンズではピアニストが軽快なタッチで演奏する「ラグタイム」が人気を集め、

アフリカ系の人々もトランペット、トロンボーン、クラリネットといった西洋楽器を使って街頭

演奏を行うようになっていました。このようにしてアフリカの音楽とヨーロッパの音楽が

出会い、融合し、ジャズを生み出す土壌となっていったのです。 （スタッフ増田）

中川英二郎
TRAD JAZZ COMPANY

シンフォニア友の会Information

シンフォニア館内施設 Information

ズーラシアンブラス
音楽の絵本 たてがみの騎士
10月16日（土） 15：00開演（14：30開場） 
【会場】コンサートホール
【料金】 全席指定  3,000円（1,000円）［親子ペア］3,500円 
　　　　  ※3歳以上のお子様はチケットが必要です。

バラエティ豊かな公演を予定！！2021年10月～2022年3月 主催公演　

好評発売中!!

好評発売中!!

【振替公演】アフタヌーン・コンサートVol.6
黒田鈴尊・LEO 尺八＆箏 和楽器の共演
11月11日（木） 14：00開演（13：30開場） 【会場】コンサートホール
【料金】 全席自由  2,000円（500円）  Lコード：61388　Pコード：204-112
　　　　  ※未就学児の入場は不可

［岩国公演］11月23日（火・祝） 15：00開演（14：30開場） 
 【会場】コンサートホール
【発売日】 友の会好評発売中  一般 9/29（水）
【料金】 全席指定 3,000円（1,500円）  Lコード：62717　Pコード：202-764 
　　　　  ※未就学児の入場は不可

元気やまぐち創造プロジェクト  

ヴィヴァルディ「四季」

2022年3月14日（月）19:00開演（18:30開場）
 【会場】コンサートホール　【発売日】 友の会 11/4（木） 一般 11/18（木）
【料金】 全席指定 S席9,000円（4,500円） A席7,000円（3,500円） 
B席（学生のみ購入可）1,500円　Lコード：62237　Pコード：204-109 ※未就学児の入場は不可

NHK交響楽団
アフタヌーン・コンサートVol.7 春風かおるピアノのしらべ

2022年1月23日（日） 15：00開演（14：30開場）  【会場】コンサートホール
【発売日】友の会 10/7(木)　一般 10/21(木)
【料金】全席指定 4,000円（1,000円） ［親子ペア］4,000円
　　　 Lコード：62683　Pコード：202-337 ※未就学児の入場は不可

中川英二郎 TRAD JAZZ COMPANY

みんなの音楽学校 世界をめぐる音楽旅行
■第10回 日本 トウキョウ(山田耕筰） 10月29日（金）発売中
■［振替公演］第9回 アメリカ ニューヨーク（バーンスタイン） 12月18日（土）発売中
■第11回 フランス パリ（サン＝サーンス）12月18日（土）
■［振替公演］第8回 アルゼンチン ブエノスアイレス（ピアソラ）  2022年2月18日（金）発売中
■第12回 スペイン マドリード（ファリャ） 2022年2月１8日（金）
各回13：30開演（13:00開場） ※第8回・第9回のみ11：00開演（10：30開場）
 【会場】ミューズホール  【発売日（第11回・第12回）】 10/29（金）（一般・友の会同日）
【料金】 全席自由 各回500円（一般・友の会同一料金） ※未就学児の入場は不可

PICK UP EVENT 03

2022年1月23日（日） 15：00開演（14：30開場） 【会場】コンサートホール
【発売日】友の会 10/7(木)　一般 10/21(木)
【料金】全席指定 4,000円（1,000円） ［親子ペア］4,000円 ※25歳以下の学生とその保護者が対象 ※未就学児の入場は不可

　　　 Lコード：62683　Pコード：202-337  

Information

親子

会 員

学 割

2022年3月26日（土） 13：00開演（12：30開場）  【出演】小林 知世
【会場】ミューズホール　【発売日】 2022/1/13（木）（一般・友の会同日）　
【料金】 全席自由 500円（一般・友の会同一料金） ※未就学児の入場は不可

延期・中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大の観点から、以下の公演は延期・中止といたしました。
【延期】澄川喜一 講演会　【中止】「DAZZLE」プロデュース シンフォニアダンスアカデミー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ローソンで（Lコード） tel.0570-084-006
・・・ぴあスポット・セブンイレブン等で（Pコード） tel.0570-02-9999

ローソンチケット
チケットぴあ
※公演ごとによって取り扱いが異なります。チラシやホームページでご確認ください。

シンフォニア岩国 主催公演のチケット購入方法
シンフォニア岩国窓口でのご購入（受付時間10：00～19：00）
チケット代金のお支払いは、シンフォニア岩国の窓口にて現金または、Air Pay決済が可能です。

電話予約・購入

■シンフォニア岩国窓口：ご予約から1週間以内に、現金またはAirPayによるキャッシュレス決済
■セブンイレブン店頭：現金またはクレジットカードによる決済
予約有効期日までにお支払いただけない場合は、予約取り消しとなります。
手数料はお客様のご負担となります。※セブンイレブン決済手数料165円、発券手数料1枚につき110円

■郵便振替
ご予約から1週間以内に下記口座へお振込みください。ご入金後、チケットをお送りいたします。
【振込先】ゆうちょ銀行 口座番号：01500-2  口座記号：30327　加入者名：シンフォニア岩国友の会
※郵送料、振込手数料はお客様のご負担となります ※友の会会員は振込手数料無料の払込用紙を送付します。

インターネット
24時間ご予約可能（システムメンテナンス時を除く）※チケット発売初日は10:00より予約受付開始
❶オンライン決済（お支払い：クレジットカード）窓口、またはセブンイレブン店頭にてお引取り
❷セブンイレブン店頭（お支払い：現金またはクレジットカード）　
❸シンフォニア岩国窓口（お支払い：現金・Air Pay決済）

☎ 0827-29-1600
（受付 10：00～19：00）

☎ 0827-29-4400
（受付 10：00～19：00）

岩国地区

周南地区

山口地区

広島県内

ふちだ楽器店
フジグラン岩国1階案内所
周東パストラルホール
周南市文化会館
山口県職員会館
コープサービス
エディオン広島本店プレイガイド

tel.0827-24-1500
tel.0827-24-1111
tel.0827-84-1400
tel.0834-22-8787
tel.083-933-4730
tel.083-927-5510
tel.082-247-5111

優先発売初日のみ
友の会会員優先予約専用

チ
ケ
ッ
ト
の
お
支
払
い・

お
引
取
り
方
法

プ
レ
イ
ガ
イ
ド

入会金無料キャンペーン：
期間内のご入会で入会金（500円）が無料！
年会費（1,500円）のみでご入会いただけます！ 
新規入会の方、継続期間を逃した方、今が入会のチャンスです！ 
キャンペーン期間：2021年9月30日（木）～12月28日（火）

＼スマホでお手続きできます／

入会方 インターネットでお手続き可能！ 
そのほか、シンフォニア岩国窓口や郵便局でも可能です

オンラインでの入会方法

二次元コードを読み取り、
必要事項を入力する。

特典1 先行販売

特典2 割引販売

特典3 ご案内の無料送付

特典4 協賛店でのサービス

特典5 スペシャルイベントご案内

特典6 出演者プレゼント

チケットを優先的に予約・購入【枚数制限なし】

チケットを10％割引で2枚まで購入

情報誌「ひびき」や公演チラシを無料送付

対象の飲食店、花屋、ホテルなどで割引などのサービス

会員限定のイベントに参加

抽選でサイン色紙や記念写真をプレゼント

現在はテーブルの間隔を広
げ、椅子の数を減らして営業し
ています。大きく取られた窓か
らは季節ごとに表情を変える
庭園が楽しめます。

シンフォニア岩国の1Fロビー
からお入りください。季節限定
メニューの案内が出ていること
もあります。入店前に手指の
消毒をお忘れなく。

大きなテーブルに設置している
飛沫防止のアクリルパネル。
カウンターにもパネルを設置し
ており、非接触のキャッシュレ
ス決済にも対応。

10杯飲むとレギュラーコーヒーが1
杯無料になるポイントカードをレジ
そばのテーブルに置いているので、
コーヒー好きはぜひお手にとってみてください。同じテーブルには
ポットサービスの案内も。レギュラーコーヒーかハワイアンコーヒー
を選択可能で、約5杯分～20杯分まで対応。紙コップ、砂糖、ク
リーム、マドラーがついているので、受け取ったあとはすぐに提供
可能！会議や打ち合わせの場にいかが？（電話でもオーダー可）　

ジンジャーブレッドラテ ¥430／スノーマンホットチョコレート ¥390
肌寒くなっていくこれからの季節、オーナーいちおしのドリン
クは秋冬限定のこちら。ジンジャーマンクッキーと雪だるまの
マシュマロがチャーミング。テイクアウトも可能！事前に電話
でオーダーしておくと待たずに作りたてが受け取れます。

ジンジャーブレッドラテ＆スノーマン
ホットチョコレート（10月より提供開始）

■ シンフォニア岩国の協賛店です　友の会会員はレギュラーコーヒー¥250を¥200で購入可。（他割引と併用不可）

店内 入口 感染対策

知ってた？ こんなサービス

Column JAZZの歴史あれこれ

チューバ ： 家中 勉 バンジョー ： 青木 研

トロンボーン ： 
中川 英二郎 トランペット ： 中川 喜弘 ドラム ： 楠堂 浩己

避難訓練コンサート
  出演：アンサンブル・クレール（指揮：進藤健一）
10月2日（土）13：30開演（12：30開場）
 【会場】コンサートホール
【料金】 全席自由 無料（要入場整理券） 
【申込】 窓口・往復はがきにて受付中（往復はがきは9月27日（月）必着）
　　　　  ※定員あり（先着400名） ※定員になり次第受付終了

親 子会 員 学 割

アメリカ、ハワイ、フィリピンなど様々な地域の料理が
味わえるカフェ！ 感染対策をしてお待ちしております。

※公演をやむを得ず中止・延期する場合がございます。
　最新の情報は、シンフォニア岩国のホームページでご確認ください。

親 子 託 児会 員 学 割

親 子

子 育

託 児 会 員

会 員

学 割

学 割

会 員 学 割

親 子会 員

学 割

Igado（イガド）
¥800（ライス・サラダ・目玉焼き付き）
ロコモコやカレーライス、ホットドッグと
いったカフェの定番メニューのほか、
フィリピン料理も提供しています。こちら
のイガドは豚レバー、豚バラ肉、ニンニ
ク、玉ねぎ、パプリカ、ジャガイモなどの
食材を煮込んだフィリピン料理で、コ
ショウや酢、醤油で味付けをしていま
す。日本でいう肉じゃがのようなメ
ニュー。豚レバーが後引くおいしさです。
売り切れ次第終了のため、お目当ての
メニューがあるかどうか、お問合せして
みるのも手。

キングスカフェ
【営業時間】11：00～17：00　【定休日】月曜・火曜
【お問合せ】 070-8439-7995
※9/26（日）まで臨時休業・9/29（水）から営業再開

必要事項を入力

お支払い方法を選択（クレ
ジットカード支払い、セブン
イレブン支払い）お支払いを
確認後、シンフォニア岩国
から会員証をお届けします♪

「2021年度シンフォニア岩国  
友の会」を選択

3

公演前日に学校へのワークショップを企画中！

1

2


