室内楽

平成29年度

presents

音

ナタリー・シュトゥッツマン
［コントラルト］シューベルトを歌う
～室内楽伴奏とともに～

BeOurGuest
吹奏楽

ミュージカル
グ

東京佼成
ウインドオーケストラ

『キューティ・ブロンド』

グ

アルトよりも低い、
女声の最も低い声域のコントラルト。
この公演のために室内楽伴奏版として編曲された
シューベルトの歌曲。
大分公演は実に18年ぶりとなるシュトゥッツマンの
親しみやすい、
温かな歌声をお楽しみください。

５月9日（火） 開演

19:00

出演 ナタリー・シュトゥッツマン ほか

日本でも大ヒットを記録したキュートでハッピーな映画が
ミュージカル化！ブロードウェイでトニー賞7部門ノミネート、
ウエストエンドではオリヴィエ賞3部門受賞した超人気作が、
待望の日本初演を迎えます。
最高に爽快なハッピー・ミュージカルをお見逃しなく
！
！

４月１２日（水） 開演

４年ぶりの吹奏楽公演は、
「オリエント急行」
や
大分県出身の小倉清澄による
「メモリーズ・オブ・ユー」
を演奏します。
13時45分より全日本吹奏楽コンクール2017年課題曲の
ミニクリニックがあります。

18:30

６月２４日（土） 開演

出演 神田沙也加 ほか

オーケストラ
グ

14:00

九州交響楽団
大分公演

指揮 齊藤一郎
出演 東京佼成ウインド

オーケストラ

伝統芸能
グ

松竹大歌舞伎
presents

大分公演
フランクフルト歌劇場の音楽総監督で、
ワーグナーの聖地
バイロイト音楽祭でも活躍する屈指の名匠ヴァイグレが、
昨年の演奏も大好評だった九州交響楽団を率いて
大分初登場。バイロイト音楽祭で世界が熱狂した
ワーグナー作品とブラームス
「交響曲第4番」
を聴かせます。

オペラ

7月9日（日） 開演

グ リヒャルト・シュトラウス作曲オペラ

『ばらの騎士』

管弦楽 九州交響楽団

演劇
presents

音
歌舞伎ファン必見！中村獅童、
初グランシアタ！
年に一回の大分での歌舞伎公演を、
ぜひともお見逃しなく
！
！

かがみのかなたは
たなかのなかに

11月14日（火）
出演 中村獅童

ほか

英国の夏の風物詩として世界中のオペラファンを魅了する
グラインドボーン音楽祭との連携公演。
心ときめく場面が続き、印象的なワルツが随所にみられます。
これぞオペラ！ロマンティックな気分に存分に浸ってください。

11月5日（日） 開演

13:00

指揮 ラルフ・ワイケルト
管弦楽 名古屋フィルハーモニー

交響楽団

16:00

指揮 セバスティアン・ヴァイグレ

鏡の向こうがわにいる
「私」
はだれ？
そこにはどんな世界が広がってるの？
子どももおとなも一緒に楽しめるお芝居を
「鏡」
をモチーフにお届けします。

・21日（日）
１月20日（土）
出演 松たか子、首藤康之

近藤良平、長塚圭史

室内楽 Chamber Music

平成29年度

BeOurGuest
グ グランシアタ
音 音の泉ホール
ア アトリウムプラザ
Be Space Be

オーケストラ Orchestra

presents

presents

音

音

バロック音楽の大家であり、
バッハの演奏において最高の評価を得ている
小林道夫が、
バッハの大曲に挑みます。

ベートーヴェンが生誕250年を迎える2020年
までに弦楽四重奏曲全曲演奏会に挑む
プロジェクトの第2弾。

9月27日（水） 開演 19:00

2月3日（土） 開演 未定

出演 小林道夫

出演 ウェールズ弦楽四重奏団

ミュージカル Musical
平 成 2 8 年 度 劇 場・音 楽 堂 等 活 性 化 事 業

Coming Soon!
大 分 で 制 作 、大 分 の 仲 間 たちが 演じる夢 のミュージカル 公 演 。

グ

音

グ

Be

別府アルゲリッチ音楽祭の極上の音楽を
心ゆくまでご堪能ください。

小学3年生〜22歳までの子ども達で構成された
定期演奏会。未来を担う彼らの力強い演奏を
どうぞお楽しみに！

ブロードウェイミュージカルの楽曲を使用した
生演奏のショートレビュー公演。公募で集まった
一般参加者がミュージカルを熱演する。

5月17日（水） 開演 19:00

3月25日（日） 開演 14:00

3月11日（日） 開演 未定

出演 マルタ・アルゲリッチ
（ピアノ）ほか

指揮 船橋洋介

バレエ Ballet

出演 ジュニアオーケストラ

出演 一般参加者

有名ブロードウェイミュージカルの
ナンバーを歌って踊る大人気ワークショップ！
誰もがミュージカルの魅力を体いっぱいに
感じられる、
最高の日々が待っています。
開催日時、講師等未定

伝統芸能 Traditional Culture

合唱 Chorus

グ

ウクライナの首都
キエフより、
30年以上の歴史を持つ
バレエ劇場が来日。

Be
歌舞伎の事前講座。
１１月の松竹大
歌舞伎公演を見るためのハウツーを
知って、
さらに歌舞伎を楽しみましょう！

9月15日（金） 開演 18:30

講師 葛西 聖司

出演 キエフ・クラシック・バレエ

※写真は昨年度の様子

Be

開催日時等未定

グ

日本の芸能を、
気軽に、
身近に感じる
体験型イベント。
クール
（すばらしい）
な
ジャパニーズ文化を感じてください。

年末恒例の「第九」演奏会。九州交響楽団と共に、
一年間練習を重ねた市民合唱団が歌い上げます。
12月17日（日） 開演 17:00
出演 九州交響楽団、おおいた第九を歌う会

開催日時、講師等未定

アラカルト A la carte
音

ア
iichikoアトリウムプラザをメイン会場に、
音楽とアートを通じ、
子供の様々な可能性を
引き出すことをテーマにしたキッズパークが登場！
クラシックコンサート、
ミュージカル体験ステージや
楽器体験など様々な楽しいイベントが
盛りだくさん。

演奏者のお話を交えながら、
様々なジャンルの演奏をお楽しみ
いただくワンコインリレーコンサート。
今年度も全5回お届けいたします！

開催日時、出演者等未定

開催日時、出演者等未定

友の会「

」入会のご案内

Be

Be

音楽と科学の密接なカンケイを
わかりやすく紐解きます。
理系・文系大歓迎！

メイクをして舞台役者になりきろう！
プロの舞台俳優がメイク指導と
舞台でのあれこれエピソードを語ります。
昨年、
大好評を得たワークショップを
今年も開催します！

講師 西口磯春

（神奈川工科大学教授）

船場ひさお

（岩手大学COC推進室特任准教授）

開催日時、講師等未定

アラカルト A la carte（通年）

メンバーステージ

年 会 費

10,000円

5,000円

2,500円

無

料

メンバー期間は入会日または更新日から１年を経過した日の属する月の末日までです。※MEJIROは無期限

有料会員の特典一例

iichiko総合文化センター
2 チケット割引

1 先行予約

OPAM

詳細はHPへ。 http://www.opam.jp/bivi

▽

共

3 鑑賞割引

4 駐車券進呈

びび 友の会

通
5 限定イベント

E-mail bivi@opam.jp

公演に関するお問合せ

総合文化センター

TEL.097-533-4004 大分市高砂町2-33 OASISひろば21内

http://www.emo.or.jp iichiko総合文化センター
emo-info@emo.or.jp

検索

「音楽が好き！」
「やってみたい！」
と
いう人は、一緒に仲間に加わってみま
せんか？初心者を対象にしたアカデ
ミー生も随時募集しております。詳細
はお問合せください。

公募により集まった一般参加者（小
学生〜大人）
が約半年間の稽古を経
て、
ミュージカルの舞台を目指します。
詳細はお問合せください。

オーディションで選ばれ、専門家による
研修を得た若手音楽家たちがみなさ
んのもとへ、芸術の持つ楽しみや喜び
をお届けします。

