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シンフォニア岩国 主催公演のチケット購入方法
お支払いは、シンフォニア岩国の窓口にて現金またはAirPayによるキャッシュレス決済が可能です。
（各種クレジットカードやQR決済・交通系電子マネー）

❷電話でのご予約・ご購入

【チケットのお支払い・お引取り方法】
●現金またはAirPayによるキャッシュレス決済：ご予約から1週間以内に、シンフォニア岩国の窓口
●セブンイレブン店頭：現金またはクレジットカード
　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週間以内に指定の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　※友の会会員は払込用紙を送付します

TEL：0827-29-4400 （受付時間 10：00～19：00）

TEL：0827-29-1600 （受付時間 10：00～19：00）

友の会会員の
優先予約専用電話

一　般

❶シンフォニア岩国窓口にてご購入（受付時間10：00～19：00）
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：現金またはAirPayによるキャッシュレス決済）

❸インターネットでのご予約・ご購入

■ローソンチケット ローソンで（Lコード） tel.0570-084-006
■ チケットぴあ ぴあスポット・セブンイレブン等で（Pコード） tel.0570-02-9999
※公演ごとのプレイガイドやLコード・Pコードはチラシやホームページでご確認ください。

❹プレイガイドでのご購入

岩国地区

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

tel.0827-24-1500

tel.0827-24-1111

tel.0827-84-1400

tel.08３４-２２-８７８７

tel.083-933-4730

広島県内 エディオン広島
本店プレイガイド tel.082-247-5111

優先発売
初日のみ

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）

〒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 シンフォニア岩国

ご購入は
こちらから▶

周南地区

山口地区

イベントカレンダー   EVENT CALENDAR  2022-2023   12-1 　　　　シンフォニア岩国主催または共催事業　　　　 休館日

※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の影響により開催中止、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。

開催日 会場 催し物名 時間 入場方法 お問い合わせ

12

２（金）～４（日） 企画展示ホール 陶ﾞ楽会作品展 
３（土）ワークショップ開催

１0：00～１７：00 
※最終日は１５：３0 無料 陶ﾞ楽会 

TEL 0８２７-４３-１６６５

４（日） 多目的ホール アフタヌーン・コンサート Vol.１0 
オトハコ ファミリーコンサート《0歳から入場可能》

１４：00～１５：00 
（１３：３0開場）

【全席指定】１,５00円 
学生（２５歳以下）１,000円 

親子ペア２,000円

シンフォニア岩国 
TEL 0８２７-２９-１６00

１５（木） 休館日

１８（日）

ミューズホール 
（大会議室） ２0２２ クリスマス発表会 １３：00～１５：３0 

（１２：３0開場） 無料 TEL 0９0-３３７２-７７９１

多目的ホール 第６６回岩国市民文化祭 洋舞Festival２0２２ １４：00～１６：00 
（１３：３0開場）

無料 
※要整理券

岩国市洋舞連盟 
TEL 0９0-４５７８-４８３４

コンサートホール 第２６回 岩国総合高等学校吹奏楽部 定期演奏会 １４：00～１６：00 
（１３：３0開場）

５00円 
※小学生以下は無料

山口県立岩国総合高等学校 吹奏楽部 
TEL 0８２７-３１-６１５５

２４（土）

ミューズホール 
（大会議室） クリスマスコンサート ～祈り～ １４：00～１６：00 

（１３：３0開場）
２,５00円 

※当日は４00円増し

NPO法人 岩国子ども劇場 
TEL 0８２７-４１-１７１５／
0８0-１９２１-８７８７（三上）

多目的ホール
クリスマスコンサート 

Christmas Musical
１６：00～１７：00 
（１５：３0開場）

無料 
※要整理券

キングスチャペル岩国 
TEL 0８２７-２３-７４５５

２５（日） 多目的ホール ピアノ発表会 １４：00～１６：00 
（１３：３0開場） 無料 TEL 0９0-４５７１-0８0２（新上）

２９（木）～３１（土） 休館日

1

１（日）～３（火） 休館日

７（土） コンサートホール 第５４回山口県立岩国商業高等学校 吹奏楽部 
定期演奏会

１３：３0～１６：00 
（１2：30開場） ５00円 山口県立岩国商業高等学校吹奏楽部 

TEL 0８２７-３１-４１３３

９（月・祝） コンサートホール オーケストラ・アンサンブル金沢 
指揮：川瀬 賢太郎  チェロ：宮田 大

16：00～１8：00（予定） 
（１5：15開場）

【全席指定】S席 6,000円 
S席親子ペア 7,000円 

A席 5,000円　 
A席学生 1,000円

シンフォニア岩国 
TEL 0８２７-２９-１６00

１２（木） コンサートホール 令和４年度（２0２２年度）
プレゼンテーションステージ２0２２

９：１５～１２：２0 
（９：１0開場）

無料 
※関係者のみ（要事前申込）

山口県立岩国総合高等学校 
TEL 0８２７-３１-６１５５

１４（土）
コンサートホール

第３３回 岩国地区ソロ・アンサンブルコンテスト
１0：00～１７：00 
（９：２0開場） 

※多目的ホールは１６：３0終了
無料

山口県吹奏楽連盟岩国地区 
TEL 0８２７-３１-６１５５

（岩国総合高等学校）多目的ホール

１５（日） コンサートホール とらいあんぐる発表会  ①１0：00～１２：３0（９：３0開場）  
 ②１３：１５～１６：00（１３：00開 無料 とらいあんぐる音楽教室 

TEL 0９0-６４３４-0３２0（大下）

２２（日） 多目的ホール 第５１回正派紫陽会 筝曲発表会 １３：00～１５：３0（１２：３0開場） 無料 生田流正派紫陽会 
TEL 0８２７-３１-0８２１（長嶺）

２３（月） 休館日



©Yoshinori Kurosawa 指揮：川瀬 賢太郎 チェロ：宮田 大

ラフマニノフの曲はフィギュア・スケートでよく使われるのでここへきて

人気急上昇！ロマンティックな曲が多いのでとくに女性の方の人気が

高いようです。さてそんなラフマニノフですが、若い頃はとんでもないス

ランプに悩んで挫折しかけていた時期もあったんです。果たしてそんな

ラフマニノフを救ったのは誰だったのか…！？「ラフマニノフ～復活のコ

ンチェルト～」ではそんなお話をしてみようと思います！！！

Comment 講師の松本大輔さんよりコメントをいただきました！

シンフォニア・フェスタ

2023年３月２１日（火・祝）
１０：００～１６：００

日頃の感謝を込めて開催する、
観て、聴いて、体験できる、年
に一度のお楽しみイベントが
帰ってきます！大人気映画の上
映にＪＡＺＺコンサート、ワーク
ショップなど、世代を超えて楽
しめるイベントが盛りだくさん！
ぜひ、みなさまお誘い合わせの
上、ご来場ください。

アフタヌーン・コンサート Ｖｏｌ．１０
オトハコ ファミリーコンサート

好評発売中!!

好評発売中!!

新年最初のコンサートには豪華な顔ぶれのこの公演がおすすめ！
演奏予定曲目はクラシック音楽の魅力がたっぷり詰まったこの３曲。

子育て応援割引 対象公演

１２月4日（日） １４：００開演（１３：３０開場）
【会場】多目的ホール   
【料金】全席指定：１，５００円（１，０００円）  親子ペア２,０００円

［予定曲目］ ツバメ（YOASOBI）／さんぽ（久石譲）
 クリスマスメドレー　ほか

学 割会 員 子 育 親 子

0歳から
入場
可能

▲今すぐパスポートをＧＥＴ！

２人目以降のお子様は５００円
【対象】保護者同伴の１８歳以下のお子様
チケット購入時に「やまぐち子育て応援
パスポート」をご提示ください。 

２０２３年２月５日（日）
１４：００開演（１３：３０開場）
【会場】多目的ホール　
【発売日】友の会：１２/２（金） 
  一般：１２/１６（金）
【料金】全席指定：４，０００円（２，０００円）
※未就学児の入場は不可

学 割会 員

毎年恒例、春風亭昇太師匠の
落語会を今年も開催します！

フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・ホルンの５つの楽器で編成される
木管五重奏。柔らかく優雅な時間をお楽しみください。

PICK UP EVENT

いわくに元気亭

春風亭昇太 落語会 ［予定曲目］ ハイドン：ディヴェルティメント、ミヨー：ルネ王の暖戸より、日本の歌メドレー　他

みんなの音楽学校
【第１５回】

２０２３年２月１８日（土）
１３：３０開演（１３：００開場）
【会場】ミューズホール   
【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

ラフマニノフ
～復活のコンチェルト～

岩国駅西口のグリーンリッチホテル近くで、オレンジ色が目を引く看板
を目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか？今回は個
性的なカレーが人気の「ＭｏｊｏＣｕｒｒｙ」さんをご紹介します！
コクのあるおいしいカレーはこれまで教わってきた先輩等に、今でも教えを乞
うそうです。「地元の方はもとより他府県からのお客様の色々なお話をお伺い
する事ができるのが貴重な体験です。当店ではお出ししておりませんが、これ
からの季節、グラタン、ドリア等のソースに使われてはいかがでしょうか？」と
コメントいただきました。シンフォニア岩国にご来場される際、ぜひお立ち寄
りください。

11月15日に、
クリスマス
ツリーの飾りつ
けを行いました！
ぜひ遊びに
来てください！

この度、老朽化に伴う施設設備の改修工事のため、下記の期間において一部施設の貸出を停止させてい
ただきます。ご利用の皆様にはたいへんご不便をおかけしますが、より快適に、かつ安全に提供するための
工事となりますので、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

シンフォニア岩国 協賛店 Information
Mojo Curry

モジョ カレー
〒７４０-００１８ 山口県岩国市麻里布町２-３-１３ ２Ｆ
【営業時間】 １１：３０～１４：３０（１４：００ Ｌ．Ｏ）／１７：３０～２０：３０（２０：００ Ｌ．Ｏ）
 日・祝 １１：３０～１９：００（１８：３０ Ｌ．Ｏ）　
【定休日】不定休（主に火、水）　【駐車場】なし　【お問合せ】 ０８２７-２３-１８７５

お客さまに納得して頂けるカレーライスを目指してい
ます。これからもご愛顧賜りますようよろしくお願い
いたします。

堂本 聡さん

どうもと さとし

〈店主〉

協賛店にて友の会会員証を提示していただくと
お得なサービスが受けられます！

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）

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。

子 育 保護者同伴の18歳以下の
お子様2人目は半額。

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

クリスマスツリー
設置しました

1月以降の施設貸出状況について

ドリンクセットのソフトドリンク１杯サービス！Mojo Curryでは

２０２３年1月9日（月・祝） １６：００開演（１５：１５開場）
【料金】全席指定：Ｓ席６，０００円　
 S席親子ペア７，０００円  
 Ａ席５，０００円（１，０００円） ※未就学児の入場は不可

ルーマニア舞曲風の多彩ではなやかな旋律が魅力的な「リゲティ：ルーマニア協奏曲」（１９５１年初演）。

音楽史上数少ないチェロと管弦楽のための名作の一つ、１８７７年に作曲された「チャイコフスキー：ロコ

コ風の主題による変奏曲」。さらに１８１４年に初演された「ベートーヴェン：交響曲第８番ヘ長調」。初演

当時、交響曲第７番のほうに人気が集中したのに対しベートーヴェンが「聴衆がこの曲（８番）を理解でき

ないのはこの曲があまりに優れているからだ」と語ったという自信作です。ぜひお楽しみください。

オーケストラ・
アンサンブル金沢

学 割会 員 託 児 親 子

管弦楽：オーケストラ・アンサンブル金沢

2018年公演の様子 過去のフェスタの様子

イチオシのバターチキンカレー

過去の公演の様子

隠れ家的な店内

アフタヌーン・コンサート Ｖｏｌ．１１
シャルール木管五重奏

２０２３年２月１１日（土・祝）１３：００開演（１２：３０開場）
【会場】ミューズホール  【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
【発売日】１２/４（日）（一般・友の会同日発売）

貸出停止施設

改修工事内容

貸出停止期間

音響反射板、パネル設備ほか

令和5（2023）年1月16日（月）～令和5（2023）年3月17日（金）
※工事の状況などによって変動する可能性があります

コンサートホール、企画展示ホール




