イベントカレンダー

EVENT CALENDAR 2022

6-7

シンフォニア岩国主催または共催事業

休館日
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。
催し物名

多目的
ホール
4（土）

6

時間

第49回岩国絵画クラブ展
ピティナ・ピアノステップ 岩国夏季

コンサート みんなの音楽学校《特別版》
新体感！バレエ音楽の世界
ホール

5（日）

多目的
ホール

8（水）

休館日

第39回中国ユース音楽コンクール《ピアノ部門》
岩柳地区予選

コンサート
ホール
第44回山口県高等学校総合文化祭総合開会式
企画展示 ならびに県高等学校総合文化祭 音楽４部門発表会
ホール

16（木）
～
18（土）

10:00～17:30（9:30開場）

無料
※関係者のみ入場可

お問い合わせ
岩国絵画クラブ
TEL090-7122－3609（中村）
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）

シンフォニア岩国
一般 2,000円
25歳以下の学生 500円 TEL0827-29-1600
中国ユース音楽コンクール事務局
TEL082-236-2244

11:00～16:00予定（10:30開場）

無料

9:45～16:30（9:20開場）

無料
※関係者のみ入場可

山口県吹奏楽連盟岩国地区
TEL0827-31-6155（岩国総合高校）

無料
※関係者のみ入場可

山口県高等学校文化連盟
TEL083-922-0032（山口中央高校）

16（木）13:30～16:00予定
17（金）･18（土）
10:00～16:30予定

20（月）

多目的
ホール

2022年大学・短期大学・専門学校 進学相談会

16:00～18:30

無料

25（土）

多目的
ホール

ピティナ・ピアノコンペティション 岩国地区予選

10:30～21:00（10:00開場）

無料
※関係者のみ入場可

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）

26（日）

多目的
ホール

ヤマハエレクトーンフェスティバル 淵田楽器店

11:00～19:00（10:30開場）

無料
※関係者のみ入場可

株式会社渕田楽器店
TEL0827-22-2244

28（火）

休館日

2（土）

多目的
ホール

13:45～16:00（予定）

［自由席］2,000円 他
※詳しくはお問い
合わせください

並木音楽教室
TEL082-240-9991

13:30～14:30（開場13:00）

【全席自由】500円

シンフォニア岩国
TEL0827-29-1600

14:00～16:00（13:00開場）

500円

9:30～16:00（9:15開場）

入場料 990円

由宇歌謡クラブ
TEL0827-63-1516

10:30～16:00（10:15開場）

無料

株式会社渕田楽器店
TEL0827-22-2244

10:00～16:00（9:20開場）

無料
※関係者のみ入場可

9:30～17:30
※最終日は16:00まで

無料

0才からコンサート
ピアノとフルートの大人のためのコンサート

ミューズ
ホール

3（日）

みんなの音楽学校～Wake UP！
大作曲家 覚醒（めざめ）の瞬間（とき）
～
第13回「モーツァルト～パリ、愛と哀しみのソナタ～」

コンサート
コーロ・いわくに ３rdコンサート
ホール

7

無料

14:00～16:00（13:15開場）

コンサート
第65回山口県吹奏楽演奏会 岩国地区大会
ホール

12（日）

入場方法

9:00～18:00
※初日は12:00から ※最終日は17:00まで

11（月）

コンサート
第15回チャリティーコンサート
ホール

18（月･祝）

コンサート
フレッシュコンサート2022
ホール
コンサート
第28回岩国地区吹奏楽サマーコンサート
ホール

28（木）
～
31（日）

株式会社栄美通信広島支社
TEL082-245-7927

コーロ・いわくに
TEL0827-31-8769（沖村）

企画展示
ホール

第66回岩国市民文化祭
近郊カメラマンたちの写真展「写祭」

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

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

●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

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

広島県内

https://sinfonia-iwakuni.com

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

交通の
ご案内

2022.8.8 Mon

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

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

シンフォニア岩国

ご購入は
こちらから▶

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

南こうせつ
コンサートツアー2022
〜夜明けの風〜

近郊カメラマンたちの写祭実行委員会
TEL090-4578-6662（篠原）

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）

般

PICK UP EVENT 01

山口県吹奏楽連盟岩国地区
TEL0827-31-6155（岩国総合高校）

シンフォニア岩国 主催公演のチケット購入方法

一

シンフォニア岩国情報誌 ひびき vol.149

休館日

17（日）

24（日）

2022年度初夏号

数 々の名 曲 と と も に

会場
企画展示
ホール

青 春 が よみ が え る！

開催日
2（木）
～
5（日）

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）

PICK UP EVENT 02

ズーラシアンブラス
音楽の絵本
ダブルクインテット
2022.8.27 Sat

©SUPERKIDS

シンフォニア岩国 協賛店 Information

南こうせつコンサートツアー2022

PICK UP EVENT 01

〜夜明けの風〜

イム

Information

彩ってきた南こうせつさんが、6年ぶりにシンフォニア岩国に帰ってきます！変

ロースタリー

【営業時間】金・土・日 9：0 0 〜18：00

美味しいコーヒーが
飲みたくなったら、
ぜひ遊びに来てください！

月・火・木 9：0 0 〜17：00

【定休日】毎週水曜 【お問合せ】0827-88-0040

ダ

〈 店主〉 津田

1個プレゼント

コーヒー豆を購入でドリップバックを

マサ

オ

将央 さん

こちらのコーヒーのこだわりを教えてください。

「スペシャルティコーヒー」という、コーヒーの中でも味のグレードが高い、こだわっ

【 会場 】
コンサートホール

【発売日】友の会：５/２
（月） 一般：５/１６
（月）
【料金】全席指定：６,５００円
友の会特別優待価格：５,０００円
会員
※未就学児の入場は不可

友の会
ご入会は
こちらから

お得な
『友の会特別優待価格』
を設定してい

好評発売中!!

８月８日
（月）
１８：００開演（１７：１５開場）

わらない歌声はもちろんのこと、明るい笑顔に楽しいトーク…コンサートだか
らこそ味わえる、南こうせつさんの魅力をどうぞお楽しみに！

ます！ぜひ友の会にご入会ください！

アンド

ツ

「神田川」
「赤ちょうちん」
「妹」等の名曲とともに、
日本のフォークソング界を

※本公演では、通常の友の会割引価格よりも

コーヒー

imm coﬀee & roastery

たものを使っています。また、
トレーサビリティやフェアトレードなど仕組みがしっか
りしているところから仕入れるようにしています。コーヒーはブラックでもおいしい
ですが、
ミルク、はちみつ、砂糖、メープルシロップを入れても面白いですよ。また、
コーヒーは毎年農園や収穫をした時期によって味が変わります。今採れた美味しい
もの、次に出てくるものを含め、色々な飲み方を楽しんでほしいです。

前回公演のアンケートでいただいたお声をご紹介します！
歌はもちろん伴奏の方にも大拍手。老後の楽しい希望をありがとう。
自分で聞きに来られるように次まで元気でいたい。
楽しいトークと癒しの声に大満足！
！
こうせつさんのようにいい年を重ねたいと思いました。

キッチンカーで各地に出向いての販売もしていらっしゃいます。
ロケーションも含めてコーヒーを楽しんでもらいたいという思いで出店しています。

さすがのエンターテナーだった！
！

こだわりのコーヒーなので「美味しかったよ」
「他とは違う」など気付いていただける

こうせつさんらしく、ほのぼのとしてよかった。
歌声にホレボレした。

店内は町並みに溶け込むシンプルな雰囲気

協賛店にて友の会会員証を提示していただく

3月には新たにカフェ「喫茶ソース」
（岩国市横山1-9-34）をオープン。食事とコー

とお得なサービスが受けられます！

ヒーの組み合わせも楽しみです！

ズーラシアンブラス

PICK UP EVENT 02

インターネットでの

シンフォニア岩国 友の会 入会案内

動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサート

新規ご入会

「音楽の絵本」の世界へようこそ！

継

指揮者のオカピをはじめ、希少動物たちが演奏する金管五重奏「ズーラシアン
ブラス」。そして、その仲間達が集まり結成された木管五重奏「ズーラシアン
ウッドウインズ」。ふたつの五重奏が、本格的なクラシックから映画音楽に童謡
まで、多彩な音色を奏でます。

【出演】
ズーラシアンブラス
（金管五重奏）／
ズーラシアンウッドウインズ（木管五重奏）／
弦うさぎ ベス
（ピアノ）
【演奏曲目
（予定）
】
さくら幻想曲（作曲：石川亮太）
となりのトトロメドレー
（作曲：久石譲／編曲：高橋宏樹）
踊り明かそう
（作曲：フレデリック・ロウ／編曲:石川亮太） 他

【 会場 】
コンサートホール 【発売日】友の会：６/１（水） 一般：６/１５（水）

会員

学割

【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。ただし、お席が必要な場合は要チケット。 子 育

託児

親子

新体感！バレエ音楽の世界
東京シティ・バレエ団ダンサーと国内実力派音
楽家たちの実演を観ていただきながら、バレエ
の歴史や楽しみ方を解説します。解説と当企
画プロデュースを行うのは、作曲家・ピアニスト
でありながら、楽しい講演も大人気の加藤昌
則さん。初心者もバレエファンも存分に楽しん
でいただける企画です！

入場
可能

８月２７日
（土）１５：００開演（１４：１５開場）

みんなの音楽学校《特別版》 当日券あります！

観て、聴いて、
学ぶ！
バレエの楽しみ方

©SUPERKIDS

0歳から

Information

みんなの音楽学校【第13回】
映像と音源を交えながら、作曲家や楽曲、音楽文化を掘り下げていく一時
めざめ
間のクラシック入門講座！今年度のテーマは「Wake u p!大作曲家 覚醒の
と き
瞬間」
！７月３日
（日）のテーマは「モーツァルト」
！
！

Information
好評発売中!!

７月３日（日）１３：３０開演（13：00開場）
会員

【料金】全席自由：５００円
（一般・友の会同一料金）

学割

※未就学児の入場は不可

講師：松本 大輔

クラシック音楽専門通販ショップ「アリアCD」代表

Information

Comment

６月４日（土）１４：００開演（１３：１５開場）

大作曲家への道を駆け上っていったんだろうな…と思ったら大間違い。この人ほど悲痛

音楽史でもまれにみる神童だったモーツァルト。天才の中の天才、
きっと何の苦労もなく

好評発売中!!

【 会場 】
コンサートホール

【料金】全席指定：２,０００円（５００円）
【当日券販売】６/４
（土）
１０:００から受付
※未就学児の入場は不可

講師の松本大輔さんよりコメントをいただきました！

で悲惨な体験をした人はいないかもしれません。でもそこからモーツァルトの新たな音楽
めざめ

会員
学割

と き

人生が始まるんです。
「大作曲家 覚醒の瞬間」では、そんなモーツァルトの人生を変えた
出来事についてお話してみたいと思います。
きっとあなたのモーツァルト像が変わるかと。

2022年度の会員を募集しています！

続

お申込みは
こちらから▶

お手続き方法

入会費用：2,000円（入会金500円+年会費1,500円）

シンフォニア岩国窓口で申込み

継続費用：1,500円【受付期限 : 5/31（火）】

現金でお支払いください。

特典1

先行販売

チケットを優先的に予約・購入（枚数制限なし）

特典2

割引販売

チケットを10％割引で2枚まで購入

特典3

ご案内の無料送付

情報誌「ひびき」や公演チラシを無料送付

特典4

協賛店でのサービス

対象の飲食店、花屋、ホテルなどでの割引等のサービス

所定の申込書に記入

郵便局でお振込みください。

インターネットで申込み

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。

アイコン種類説明
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）

子育

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。

モーツァルト〜パリ、
愛と哀しみのソナタ〜

【 会場 】
ミューズホール

こだわりのコーヒーにぴったりの焼き菓子なども人気

と嬉しいです。

今後の主催公演
秋の映画
上映会
「咲む」
え

9月23日
（金・祝）

①10：30〜 ②14：00〜
【会場】多目的ホール
【発売日】７/２２
（金）
（一般・友の会同日発売）

学割

全日本ろうあ連盟創立７０周年
記念映画「咲む」HPより

託児

学割

25歳以下の学生料金。
（

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。

）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。

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。

室内楽
アンサンブルと
和太鼓の
コラボレーション

みんなの
音楽学校【第１４回】

10月1日
（土）

１３：３0〜

１５：00〜

友の会：７/６
（水）

10月２８日
（金）

【会場】ミューズホール

【会場】コンサートホール
【発売日】７/１３
（水）

ベートーヴェン
〜革命のシンフォニー〜

会員
学割

【発売日】７/３
（日）
（一般・友の会同日発売）
【料金】全席自由：各回５００円
（一般・友の会同一料金）

