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講演会、会議、研修会などでインターネットを利用される方におすすめ!

利用環境

貸出対象施設

申込方法

コンサートホール、多目的ホール、企画展示ホール、大会議室、
特別会議室（楽屋と控室を含む）

施設のご利用申請時、打合せ時などに事前申請
締切 ： 利用日前日１９時まで

有線ＬＡＮ（ＮＴＴ西日本 フレッツ光ネクスト ハイスピードタイプ）２０２3年２月より、対象施設おいてＬＡＮ回線の貸出を行います。
詳しい情報をご希望の方はお気軽にお問合せください。

無料！ ＬＡＮ回線貸出サービス始めます

シンフォニア岩国情報誌 ひびき vol.153　2023年1月20日発行

指定管理者サントリーパブリシティサービスグループ

2022年度新春号

シンフォニア・フェスタ
2023.3.21 Tue

２０２２年度 今後の主催公演
２０２３年度 主催公演ラインナップ速報
イベントカレンダー ２０２３年２～３月
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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）

〒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

イベントカレンダー   EVENT CALENDAR  2023   2-3 　　　　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
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5（日） 多目的ホール いわくに元気亭　春風亭昇太 落語会 14:00～16:00 
（13:30開場）

【全席指定】4,000円 
学生（25歳以下）2,000円 

※未就学児の入場不可

シンフォニア岩国 
TEL 0827-29-1600

7（火） 休館日

11（土･祝） ミューズホール 
（大会議室）

アフタヌーン・コンサートVol.11 
シャルール木管五重奏

13:00～14:00 
（12:30開場）

【全席自由】500円 
※未就学児の入場不可

シンフォニア岩国 
TEL 0827-29-1600

18（土）

ミューズホール
（大会議室）

みんなの音楽学校⑮ 
ラフマニノフ ～復活のコンチェルト～

13:30～14:30 
（13:00開場）

【全席自由】500円 
※未就学児の入場不可

シンフォニア岩国 
TEL 0827-29-1600

多目的ホール 第91回 認定こども園 岩国川下幼稚園　
発表会

10:10～12:20 
（10:00開場） 無料 認定こども園 岩国川下幼稚園 

TEL 0827-21-0725

多目的ホール 人形劇団プーク『きんぎょがにげた』 16:00～16:30 
（15:30開場）

親子ペア 3,000円　
シングル 2,000円 
家族追加    500円

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

19（日）

ミューズホール 
（大会議室）

チャイルドライン岩国ステーション 
如月コンサート

13:30～15:30 
（13:00開場） 2,500円 チャイルドライン岩国ステーション 

TEL 080-1636-1135（事務局）

多目的ホール sunflower music academy 発表会 10:00～12:00 
（9:45開場） 無料 sunflower music academy 

TEL 090-8992-8007

23（木･祝） 休館日

25（土） 多目的ホール お遊戯会 9:30～16:00 
（9:15開場） 無料 学校法人 錦見学園 顕真幼稚園 

TEL 0827-41-0738

26（日） 多目的ホール ヤマハ　リトルコンサート 9:45～16:30 
（9:30開場） 無料 株式会社 渕田楽器店 

TEL 0827-22-2244
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5（日） 多目的ホール 和太鼓発表会 岩国2023 15:45～17:00 
（15:30開場） 無料 太鼓本舗かぶら屋ライヴ実行委員会 

TEL 082-509-0320

12（日）

多目的ホール ピアノ発表会 13:30～16:30 
（13:00開場） 無料 やまがたピアノ教室 

TEL 080-6404-1615

ミューズホール
（大会議室） JONIO&髙重翔 凱旋マジックショー 14:00～15:30 

（13:30開場）
大人3,000円 

小人1,500円（中学生以下）

MAGIC OF YAMAGUCHI 
MAIL takashigesho@gmail.com 
TEL 070-1442-8141（代表：髙重）

13（月） 休館日

18（土） 多目的ホール ピアノの発表会 13:00～16:30 
（12:30開場） 無料 TEL 0827-31-7567

19（日） コンサートホール 山口県立岩国高等学校吹奏楽部 
第58回定期演奏会

14:00～16:30 
（13:30開場） 500円 山口県立岩国高等学校吹奏楽部 

TEL 0827-43-1141

21（火･祝） 館内複数会場

シンフォニア・フェスタ
～元気いっぱい☆ふれあいの日～ 
映画「SING／シング：ネクストステージ」
ジャズライブ、ワークショップ 他

10:00～16:00 入場無料 
（有料イベントあり）

シンフォニア岩国 
TEL 0827-29-1600

25（土） 多目的ホール 9th Piano Concert ①10:00～11:00（9:30開場） 
②13:00～16:00（12:30開場） 無料 Joy piano school 

TEL 080-5331-3226

26（日） ミューズホール
（大会議室） ピアノ発表会 13:00～16:00 

（12:45開場） 無料 弘下

29（水） 休館日



いわくに元気亭
春風亭昇太 落語会

予定枚数終了

２月５日（日）１４：００開演（１３：３０開場）
【会場】多目的ホール 【料金】全席指定：４，０００円（２，０００円）
※未就学児の入場は不可

みんなの音楽学校
第１５回「ラフマニノフ
～復活のコンチェルト～」
好評
発売中!!

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

学 割

会 員

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 口座記号：０１５００-２　口座番号：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

ご購入は
こちらから▶

周南地区

山口地区

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、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。原則として、
業種別ガイドラインに基づき、座席の間隔を空けずに販売いたします。ただし、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては販売途中でも販売方法を変更する場合があります。
新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。マスクを着用の上ご来館ください。37.5℃以上の発熱がある方は、ご入場をお断りさせていただきます。 

シンフォニア友の会Information

特典1
特典2
特典3
特典4
特典5
特典6

ご案内の無料送付
協賛店でのサービス
スペシャルイベントご案内
出演者プレゼント

チケットを優先的に予約・購入
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等をプレゼント

シンフォニア岩国窓口で申込み
現金でお支払いください。

お近くの郵便局で申込み
所定の振込用紙に記入し、ゆうちょ銀行の
ATMか窓口でお支払いください。

インターネットで申込み

お手続き方法
２０２３年度の入会受付が1月25日（水）よりスタート
「堤剛 80歳記念チェロ・リサイタル」、「ウィーン少年合唱団」のチケットご予約の際に継続・入会のお手続きが可能です。

［新規ご入会］「会員登録／入会」を選択
［ ご 継 続 ］右上の「会員マイページ」より
　　　　　　ログイン後、「有効期限更新」を選択

クレジットカードもしくはセブンイレブン店頭でお支払いください。

新規ご入会

２０２２年度～

入会費用：2,000円（入会金500円＋年会費1,500円）
継続の費用：1,500円（ 年会費 ）※継続受付期限：2023年6月30日（金）

先行販売
割引販売

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！毎年
大好評をいただいていた全館開放イベント「シン
フォニア・フェスタ」が4年ぶりに開催されます！みな
さまお誘い合わせの上、ご来場ください。

PICK UP EVENT

シンフォニア・フェスタ
～元気いっぱい★ふれあいの日～

映画上映会
「ＳＩＮＧ／シング：
 ネクストステージ」
〔日本語吹き替え版 上映時間 約110分〕
国内映画動員ランキング3週連続第1位の人気アニメ
映画を上映！アリアナ・グランデやジャスティン・ビー
バーなど海外人気アーティストの楽曲が全篇に登場
します。音楽の楽しさと魅力に溢れた作品です。

【会場】コンサートホール
※３歳未満のひざ上鑑賞は無料

山口県立萩美術館・浦上記念館＆
島根県立美術館 Presents
ワークショップ

オリジナルカラーペン&
ペーパーバッグを作ろう！
　飾北斎の浮世絵柄のペーパーバッグや、オリ
ジナルカラーペン「からっぽペン」、人気の缶
バッジもあります。

【会場】企画展示ホール

ジャズライブ 
二井田ひとみトリオ
～早春の空にひろがるトランペットの音色～
二井田ひとみ（トランペット）
北海道北斗市出身。2011年武蔵野音楽大学卒業。
スタジオミュージシャンとして、レコーディング、音楽
番組収録、TV番組（題名のない音楽会、NHKうた
コン、日本レコード大賞等）ツアーサポート、コン
サートなど様々な演奏活動を行っている。

【会場】多目的ホール

みんなでつくる
モザイクアート

色とりどりのシールを1枚ずつ貼っていき、一つ
の大きなモザイクアートを完成させよう！どんな
絵柄が出来上がるのか、想像しながらお楽しみ
ください。

【会場】1F事務局前

わくわく！
お菓子釣りコーナーも

あるよ！

全席自由 500円

無 料 無 料

無 料

２０２３年度のシンフォニア岩国主催公演情報を一部先行
公開！次年度も多彩なラインナップで皆様をお迎えします。2023年度 主催公演ラインナップ速報

その他の公演予定やチケット発売情報は、次号の「ひびき 年度保存版」（３月下旬発行予定）にて詳しくご案内いたします。

日本のクラシック音楽界をけん引し続けるチェリスト・
堤剛の８０歳を記念するコンサート

堤剛 
80歳記念チェロ・リサイタル

ピアノ：河村 尚子
４月２９日（土・祝）14：00開演 （13：15開場）
【会場】コンサートホール 
【料金】全席指定：４，０００円（２，０００円）
【発売日】友の会1/25（水） 一般2/8（水）※未就学児の入場は不可

東京バレエ団子どものためのバレエ
「ドン・キホーテの夢」

２０１８年以来、５年ぶりの開催！天使の歌声が響き
渡る癒しのひととき

yab山口朝日放送開局30周年記念公演
ウィーン少年合唱団

５月７日（日）14：00開演 （13：15開場）
【会場】コンサートホール 
【料金】全席指定：４，０００円（２，０００円）
【発売日】友の会1/25（水） 一般2/8（水）
※５歳以上入場可能

©Ｌｕｋａｓ Ｂｅｃｋ

©鍋島徳恭

©Kiyonori Hasegawa

押しも押されもせぬトップランナー、世界の「ナベ
サダ」が岩国に！
出演：渡辺貞夫（アルト・サックス）、小野塚晃（ピアノ、キーボード）

養父 貴（ギター）、須川崇志（ベース）、竹村一哲（ドラム）
ンジャセ・ニャン（パーカッション）

ＳＡＤＡＯＷＡＴＡＮＡＢＥ 
ＧＲＯＵＰ２０２３

７月１日（土）16：30開演 （15：45開場）
【会場】コンサートホール 【料金】全席指定：5,000円（2,500円）
【発売日】友の会3/30（木） 一般4/13（木）※４歳以上入場可能

©2021UNIVERSALSTUDIOS.All Rights Reserved.©2021UNIVERSALSTUDIOS.All Rights Reserved.

※写真はイメージです

日本を代表するバレエ団がおとどけする愛と冒険の
物語。はじめてのバレエ鑑賞にもオススメ！

８月１１日（金・祝）14：00開演 （13：15開場）
【会場】コンサートホール 
【料金】S席４，５００円（２，０００円） A席４，０００円（１，８００円）
【発売日】友の会4/5（水） 一般4/19（水）
※４歳以上入場可能　※特別編集によるテープ上演

アフタヌーン・コンサートＶｏｌ．１１
シャルール木管五重奏

好評発売中!!

［予定曲目］ハイドン：ディヴェルティメント  ミヨー：ルネ王の暖炉より、日本の歌メドレー 他

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
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　新しい年の幕開けに謹んでお慶び申し上げます。

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。

　昨年の秋ごろから「３年ぶり」という言葉を何度

も耳にするようになりました。

　当館における文化活動や地域の行事等からも、

明らかにコロナ前に戻りつつある変化を感じます。

　当館では、昨年１１月２７日に宇部市出身のピア

ニスト小林愛実さんと京都市交響楽団による演

奏会を企画・開催しました。小林さんがショパン・

コンクールで第４位受賞後、西日本では初となる

オケとの共演に、県内外から多くのお客様にご

来場いただきました。満席状態の客席では感動

で拍手が鳴りやまず、ロビーでは数年ぶりの再会

で手を取り合っておられる様子を目にしたとき、

コロナ禍を感じさせない元気の原動力のようなも

のが伝わってきました。改めて、文化ホールはみ

なさんが集い、感動を共有することで元気になっ

ていただける場であり、今こそ、この場を活用して

いただきたいと思いました。

　今年は「３年ぶり」となります海外からの招聘公

演も計画し、より大きな一歩を踏み出して参りま

すので、ぜひご一緒に、感動を体感してください。

感染防止対策は変わることなく十分に施し、ス

タッフ一同みなさまのご来場を心からお待ちして

おります。

新年のご挨拶

シンフォニア岩国  館長 若林 英樹

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




