指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ

※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。

8

開催日

会場

4（木）
・5（金）

コンサート
ホール

6（土）

企画展示
ホール

7（日）

コンサート
ホール

山口県総合芸術文化祭2022
第77回合唱コンクール 山口県大会

8（月）

コンサート
ホール

12（金）

多目的
ホール

13（土）

コンサート
ホール

18（木）

休館日

27（土）

コンサート
ホール

28（日）

多目的
ホール

31（水）

休館日

8（木）

休館日

11（日）

9

コンサート
ホール
多目的
ホール

催し物名

時間

入場方法

お問い合わせ

11:00～18:00予定
（10:30開場）

800円

一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 新山口支部
TEL0827-22-2244（渕田楽器店）

13:30～15:00
（13:00開場）

無料
※シンフォニア岩国
友の会会員優待

シンフォニア岩国
TEL0827-29-1600

9:30～16:20
（9:00開場）

無料

山口県合唱連盟
TEL083-920-1766

南こうせつ

１８:０0～２０:００
（１７:１５開場）

[全席指定]６,５００円

シンフォニア岩国
TEL0827-29-1600

サマーワークショップ2022

15:00～16:00
（14:30開場）

無料

[共催]獺祭Presents
日本センチュリー交響楽団 岩国特別演奏会

15:00～1７:00
（14:０0開場）

[全席指定]S席 5,000円／
A席 ４,000円／B席 ３,000円
※２５歳以下の学生は各席種の半額
※小中学生は一律１,０００円

シンフォニア岩国
TEL0827-29-1600

ズーラシアンブラス 音楽の絵本
～ダブルクインテット～

15:00～16:３0
（14:１５開場）

[全席指定]３,000円／
学生 １,000円／親子ペア ３,５00円

シンフォニア岩国
TEL0827-29-1600

高水高等学校･同付属中学校 長唄三味線部
第20回長唄三味線の会

14:00～15:30
（13:30開場）

無料

東京シティ・バレエ団「白鳥の湖」

15:00～18:00
（14:30開場）

[全席指定]S席 5,000円／A席
3,000円
※5歳以上入場可能

10:00～16:30
（9:30開場）

無料

14:00～16:00
（13:30開場）

無料
※要整理券

①1０:３0〜 ②1４:00〜
（開場は各３０分前）

高校生以上 １,２００円
小中学生 ５００円

ピティナ・ピアノコンペティション 地区本選
PICK UP

オンライン特別対談「非対称性へのまなざし」

「ひのき」歌謡グループ第一回発表会

19（月･祝）

多目的
ホール

第66回岩国市民文化祭 洋舞フェスティバル

23（金･祝）

多目的
ホール

秋の映画上映会「咲む」

28（水）

休館日

え

2022年度夏号

Ms' DANCE STUDIO アリスの会
TEL080-5611-8090（中川）

シンフォニア岩国情報誌 ひびき vol.150

2022年7月25日発行

高水高等学校･同付属中学校 長唄三味線部
TEL0827-31-7191

！
！

公益財団法人東京シティ・バレエ団
TEL03-6666-0390
「ひのき」歌謡グループ
TEL0827-21-4874（井原）

ショパン国 際ピアノ・コンク ール

休館日

４位 入 賞 後 ︑西 日 本 初の

シンフォニア岩国主催または共催事業

オ ーケストラとの共 演

8-9

イベントカレンダー EVENT CALENDAR 2022

岩国市洋舞連盟
TEL090-4578-4834（小林）
シンフォニア岩国
TEL0827-29-1600

PICK UP

［シンフォニア岩国 友の会 会員優待イベント］山口県立萩美術館・浦上記念館 presents
日本工芸会陶芸部会50周年記念展 未来へつなぐ陶芸−伝統工芸のチカラ展

オンライン特別対談「非対称性へのまなざし」
中野信子氏（脳科学者）
× 唐澤昌宏氏（国立工芸館館長、特別展示監修者）
山口県立萩美術館・浦上記念館にて開催中の特別展示「日本工芸会陶芸部会50周年記念展 未来へつなぐ陶芸−伝統工芸のチカラ展」
を記念とした関連イベントです。脳科学者・中野信子氏と国立工芸館館長・唐澤昌宏氏によるスペシャルトークを萩の会場からオンライン
でお届けします！※当館は中継先のためゲストご本人の登壇はございません。

8月6日（土）
１３：３０〜15：00（１3：0０開場）

【会場】
企画展示ホール

【参加費】無料（要事前申込）
シンフォニア岩国 友の会会員ご本人と
【対象】
1名様の同伴可能
【定員】50名（申込先着順）
【申込方法】
シンフォニア岩国窓口、
もしくは電話（0827-29-1600）

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
般

友の会会員の
優先予約専用電話

TEL：0827-29-1600 （受付時間 10：00〜19：00）
TEL：0827-29-4400 （受付時間 10：00〜19：00）

優先発売
初日のみ

●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

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）

岩国地区
周南地区
山口地区

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
※友の会会員は払込用紙を送付します

広島県内

https://sinfonia-iwakuni.com

交通の
ご案内

ふちだ楽器店

tel.0827-24-1500

フジグラン岩国1階案内所

tel.0827-24-1111

周東パストラルホール

tel.0827-84-1400

周南市文化会館

tel.08３４-２２-８７８７

山口県職員会館

tel.083-933-4730

コープサービス

tel.083-927-5510

エディオン広島
本店プレイガイド

tel.082-247-5111

■ 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。

〒740 - 0016 山口県岩国市三笠町1-1-1

シンフォニア岩国

小林愛実
京都市交響楽団

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

2022.11.27 Sun

❹プレイガイドでのご購入

【チケットのお支払い・お引取り方法】

※郵送料、振込手数料はお客様のご負担となります

PICK UP EVENT 01

ご購入は
こちらから▶

❸インターネットでのご予約・ご購入

❶シンフォニア岩国窓口にてご購入（受付時間10：00〜19：00）

一

©Wojciech Grz ę dzi ń ski / Chopin Institute

©K.Miura

tel.0827-29 -1600 fax.0827- 29 -1609

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）

©井上写真事務所 井上嘉和

PICK UP EVENT 02

アフタヌーン・コンサート Vol.9

ピアノ・デュオ
アン・セット
・シス
2022.10.14 Fri

©TakafumiUeno

！
2022年秋の注目公演は・ピアノ・ピアノ・ピアノ！

小林愛実

PICK UP EVENT 01

3 公演に大注目！

楽器の王様 ピアノが奏でる多彩なひびきを異なる形式で楽しめる

京都市交響楽団 指揮：高関 健

小林愛実 待望の凱旋公演！知ってトクする聴きどころ
！
1 . 日本中が喜びに沸いたあの演奏を間近で！

９〈特別版〉
アフタヌーン・コンサートVｏｌ．
ピアノ・デュオ アン・セット・シス

PICK UP EVENT 02

BEST 3 !!

２０１９年の結成以来、独自の作編曲作品を軸にユニークな
活動を展開し、注目を集める気鋭のユニット、アン・セット・

３０歳以下の一流ピアニストが競い合う
「ショパン国際ピアノ・コンクール」にて、
２０２１年に

シス。アン・セット・シスとは １７６ のフランス語読み。
ピア

４位入賞を果たした小林愛実さん。長い時間をかけショパンと真摯に向き合い、コンクール

ノの鍵盤の数８８×２＝１７６がその由来。
２台ピアノの１７６
鍵を縦横無尽に駆使するお２人にお話をうかがいました。

ファイナルで演奏した「ピアノ協奏曲 第１番 ホ短調 作品１１」をご堪能下さい。

2 . 小林愛実さんも絶対的な信頼！ 名匠

Interview

と謳われる知性派指揮者 高関健さん！
！

お２人でピアノ・デュオ を結成しようと思った理由を教えてく
ださい。

山中さんにうかがいます。オーケストラ作品をピアノ・デュオ
に編曲する際に意識することはありますか？

２人で話をしていて意気投合し、
これはいいものが作れる！
〈山中〉
と直感したからです。
〈髙橋〉僕は誘ってもらった側ですが、初めて会った瞬間から一
生関わっていきたいと思いました。

〈山中〉色彩感と奥行きですね。常に立体的に音が鳴るように
意識しています。それは演奏の際も同じです。なかなか
二台ピアノを聴くことは少ないと思いますが、
その迫力や
華やかさ、繊細さを身体中で感じてほしいです。

国内主要オーケストラで重職を歴任し、緻密なスコアの分析からスケールの大きな音楽を作り
だす 名匠 が、小林愛実さんの世界観を新たな境地へ導きます。深い信頼関係が生み出す
一流たちの音楽のキャッチボールをお楽しみください。

高橋優介

©TakafumiUeno

3 . さらなる進化を続ける「京響」の至極のモーツァルト！

【会場】
コンサートホール

会員

学割

化芸術都市・京都にふさわしい「世界

【 会場 】多目的ホール

に誇れるオーケストラ」として更なる前

【料金】全席自由：２，
０００円（１，
０００円）
※未就学児の入場は不可

進を図っている「京響」が奏でる「モー

【発売日】友の会：７/２７
（水） 一般：８/１０
（水）
【料金】全席指定：Ｓ席８，
０００円（３,０００円）
Ａ席６，
０００円（２,０００円）

ツァルト：交響曲第３１番ニ長調『パリ』

会員

高橋さんにうかがいます。過去２回（２０１７年、２０２０年）、
当館主催コンサートに出演してくださっていますが、岩国の
お客様の印象はいかがでしたか。

（パリ国立音楽院教授フランスのピアニスト
〈山中〉イヴ・アンリ
兼作曲家）のリサイタルです。あらゆる人間の感情が溢
れ出るような演奏でした。自然と涙が出ました。
〈髙橋〉最近であれば、昨年、東京のめぐろパーシモンホールで
行われたスガダイローさんのステージです。フリージャズ
で４０分間ずっと爆音、分かりやすい和音もメロディも
ない曲でしたが最終到達点の静寂の美しさに打たれ、
夜眠るまで手足が痺れていたのを覚えています。

学割

山中さんのｙｏｕｔｕｂｅチャンネルで
お２人の動画を観ることが出来ます
ので、こちらもぜひご覧ください！

K.２９７」も必聴です。

託児

これまでに影響を受けたコンサート等ありましたら教えてく
ださい。

１０月１４日
（金）
１４：００開演（１３：３０開場）

氏が退任。新たなステージへ向けて、文

１１月２７日
（日）
１４：００開演（１３：１５開場）

※未就学児の入場は不可

好評発売中!!

１４年間常任指揮者を務めた広上淳一

©Wojciech Grz ę dzi ń ski / Chopin Institute

山中惇史

とても暖かくフレンドリーで「何度でもここの方々に聞い
〈髙橋〉
て頂きたい」と思ったのでまた岩国で演奏できることにな
り嬉しく思っております。第二の故郷だと思っている山口
県の方々にもアン・セット・シスを生で聞いていただくの
は夢でした。楽しみにしていて下さい。

©Darek Golik / Chopin Institute

清塚信也 ４７都道府県ツアー

２０２２−２０２３

若 手 実力派ピアニストとして注目されながらも、
その知 識と軽 妙なトークを活かし、テレビなどで
活躍の幅を広げる清塚信也さんの４７都道府県
を巡るコンサートツアー。山口県で観られるのは
シンフォニア岩国だけ！

10月２2日（土）
１３：３０開演（１２：３０開場）
【発売日】友の会：８/２０
（土）
一般：８/２７
（土）
【料金】全席指定：６，
０００円
※４歳以上チケット必要。
（３歳以下のお子様の入場は不可）
※共催公演のため、当館取り扱いチケットには限りがあります。
※友の会割引価格の設定はありません。※お一人様４枚まで。

獺祭Ｐｒｅｓｅｎ
ｔ
ｓ

会員

秋の映画上映会

学割

日本センチュリー交響楽団
岩国特別演奏会

「咲む」

昨年延期となっていたコンサートが満を持して
開催。オーケストラの魅力が詰まった名曲の
数々をお楽しみに！
！
〈曲目〉ヴェルディ：歌劇
「運命の力」序曲 他
指揮:飯森範親

好評発売中!!

©山岸伸

８月１３日
（土）１５：００〜

【会場】
コンサートホール
【料金】全席指定 S席（特典付き）５,０００円（２,５００円）
A席４,０００円（２,０００円）B席３,０００円（１,５００円）
※小中学生は一律１,０００円 ※未就学児の入場は不可

ろう者の主人公・瑞月が様々な壁に
ぶつかりながら周囲に影響を与え
ていく、静かな物語でありながらも、
心が揺さぶられる映画。上映前に
は岩国聴覚障害者福祉会による手
話の紹介を行います。

9月23日
（金・祝）

①10：30〜 ②14：00〜

ヴァイオリン:中村太地

南こうせつコンサートツアー２０２２
〜夜明けの風〜

ミュージカル「クリスマス・キャロル」の開催に先立ち、プロの俳優から直接学べるワークショップを開催します！
優と一緒にミュージカルの世界を体験してみませんか？

【会場】多目的ホール 【参加費】無料
【対象年齢】小学５年生以上
ミュージカルに興味のある方ならどなたでも！
【定員】
３０名程度

〜音楽と巡って 見つけて やまぐちの魅力〜

全日本ろうあ連盟創立７０周年
記念映画「咲む」HPより

【会場】多目的ホール
【料金】全席自由 高校生以上：１，
２００円
小中学生：５００円 ※乳幼児・盲ろう者通訳・介助員 無料
【発売日】７/２２
（金）
（一般・友の会同日発売）

※未就学児の入場は不可

師

吉田要士（マーレイ役）
小林あゆみ（シェリル役）

受

付

７/２２
（金）
１０：００〜
窓口またはお電話でお申し込みください。
※定員に達し次第締め切り

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。

会員

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。

今後の主催公演
ミュージカル

25歳以下の学生料金。
学 割 （ ）内の割引価格でお求めいただけます。

親子

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

ズーラシアンブラス
音楽の絵本 〜ダブルクインテット〜
８月２７日
（土）１５：００〜

【会場 コンサートホール 【料金 全席指定：６，
５００円

アイコン種類説明
子育

会員

８月８日
（月）１８：００〜

「クリスマス・キャロル」を題材に、発声方法・セリフの読み方・歌のパート・演技などレクチャーします。プロの俳

講

学割

山口県出身で東京都交響楽団首席を務めた
チェリスト・田中雅弘氏とともに県内を巡るアー
トキャラバン事業。昨年に引き続き今年も開催。
和太鼓奏者・林英哲氏とのコラボは必見！

10月１日
（土）１５：００〜
【会場】コンサートホール
【料金】全席指定：３，
０００円（１，
５００円）
※未就学児の入場は不可

【発売日】友の会：７/２３
（土）一般：７/３０
（土）

公式サイト

発売中の主催公演

参 加 者 募 集！
！

ミュージカル体験ワークショップ
９月１８日（日）
１３：00〜1６：０0

会員

管弦楽アンサンブルと
和太鼓のコラボレーション

©Ayane Shindo

クリスマス・キャロル

元気やまぐち
創造プロジェクト

学割

え

学割

子育

会員

学割

子育

親子

0歳から入場可能

【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歳未満のお子様はひざ上鑑賞無料

みんなの音楽学校

第１４回「ベートーヴェン 〜革命のシンフォニー〜」
１０月２８日
（金）13：30〜
【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

詳細は決まり次第、ホームページ・
「ひびき」にてお知らせします。

アフタヌーン・コンサート Vｏ
ｌ１
．０

親子

オトハコ

「クリスマス・キャロル」
【出演】吉田栄作

学割

子育

１２月４日
（日）
１４：００〜

１１月１９日
（土）
１３：００〜

【会場 コンサートホール
【発売日 友の会：９/６
（火） 一般：９/２０
（火）

会員

早見 優

吉田要士

ほか

【会場 多目的ホール
【発売日 １０/１４
（金）
（一般・友の会同日発売）

親子

