
　　　　　　  総合文化センター

主催・共催事業

年間ラインナップ

◉ 公演に関するお問い合わせ

☎ 097-533-4004
〒870-0029 大分市高砂町 2-33 
OASIS ひろば 21 内
http://www.emo.or.jp  　　

音の泉ホール

Space Be アトリウムプラザ

グランシアタ

松竹大歌舞伎
　　　　　　  大分公演

身体表現ワークショップ

第 21回別府アルゲリッチ音楽祭
ベスト･オブ･ベストシリーズ vol.7
オーケストラ･コンサート

開場 開演昼の部 13：30 14：00

開場 開演18：30 19：00

開場 開演夜の部 18：00 18：30
料金　GS席12,000円、S席10,000円、A席7,000円、
B席 4,000 円、C席 2,000 円、U25 割 A～C席半額
出演　松本白鸚、松本幸四郎、中村梅玉 ほか
演目　口上、菅原伝授手習鑑「加茂堤」「車引」、
奴道成寺

料金　4,000 円、U25 割半額
ヴァイオリン　アラベラ･美歩･シュタインバッハー
ピアノ　入江一雄
曲目　J. S. バッハ / ヴァイオリンとピアノのための
ソナタ、ベートーヴェン / ヴァイオリン･ソナタ第
9 番「クロイツェル」、ペルト / フラトレス、プロ
コフィエフ / ヴァイオリン･ソナタ第 2番

定員　40 名　講師　レニングラード･ホテル出演者
料金　1,000 円、U25 割 500 円　

開場 開演17：45 18：30

開始 19：00

料金　GS席16,000円、S席13,000円、A席10,000円、
B席 7,000 円、ユース（小 1～22 歳）3,000 円
指揮　　シャルル･デュトワ
ピアノ　マルタ･アルゲリッチ
チェロ　ミッシャ･マイスキー
管弦楽　東京音楽大学シンフォニーオーケストラ
曲目　C. ドビュッシー / 小組曲（管弦楽版）、
C. サン =サーンス / チェロ協奏曲第 1番 イ短調、
M. ラヴェル / 組曲マ･メール･ロワ（管弦楽版）、
F. リスト / ピアノ協奏曲第 1番変ホ長調
主催　（公財）アルゲリッチ芸術振興財団

チケット好評発売中

チケット発売日　一般 3/10（日）

チケット発売日　一般 3/9（土）

5 月 27 日  （月）

4 月 25 日  （木）

出演･人形美術
人形劇団ひとみ座
脚本　長田育恵
　　　（てがみ座）
演出　扇田拓也
舞台美術　乘峯雅寛
　　　　   （文学座）

ニッセイ名作シリーズ
パペット･ファンタジー
「ムーミン谷の夏まつり」

幼稚園･小学生招待事業（応募による招待者のみ）
8 月 29 日  （木）

9 月 29 日  （日）
アラベラ･美歩･シュタインバッハー
ヴァイオリン･リサイタル

チケット発売日　びび 4/6（土）　一般 4/20（土）

開場 開演13：15 14：00
料金　S席3,000円、A席2,000円、
U25 割各半額
指揮　茂木大輔
管弦楽　九州交響楽団
曲目　オネゲル / 交響的運動 第 2
番「ラグビー」、ロッシーニ / 
歌劇「ウィリアムテル」序曲 ほか
特別協賛　三和酒類（株）

～iichiko グランシアタスポーツ大会～
手に汗にぎる音楽会

チケット発売日　びび 6/2（日）　一般 6/23（日）

7 月 16 日  （火）

曲目　ベートーヴェン / 弦楽四重奏曲 
　　　第 6番  変ロ長調 作品 18-6
　　　第13番 変ロ長調 作品130 / 133「大フーガ付」

料金　3,000 円、
U25 割半額
出演　ウェールズ
弦楽四重奏団

ウェールズ弦楽四重奏団
ベートーヴェン弦楽四重奏曲
全曲演奏会第 4幕

チケット発売日　びび5/6（月・祝）　一般5/18（土）
8 月 7 日  （水）

5 月 18 日  （土）共催

レニングラード･ホテル
開場 18：30

開演 19：00

開場 18：30

開演 19：00

料金　S 席 3,500 円、
A席 2,500 円
U25割：S席1,500円、
A席 1,000 円
出演　首藤康之、黒
田高秋、藤代博之、
細身慎之介、田中優
希子、澤村亮、丸山
和彰、山本光二郎

チケット好評発売中
5 月 28 日  （火）

第 3回アトりうむ遊園地

料金　無料

音楽やアートをテーマにしたキッズパークが登場！
ご家族お揃いでお越しください。

7 月 13 日  （土）
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©Moomin Characters　撮影 三枝近志



ACCESS
◉ JR 大分駅から徒歩約 15 分　◉ 大分自動車道 
大分 IC から車で約 10 分　◉ 大分空港から特急バ
ス「エアライナー」で大分駅まで約 60 分
駐車場　◉ iichiko 総合文化センター 約 300 台
地下 2階（8:00～23:00）　◉ 大分県立美術館 約
250台 地下1階（8:00～23:00）および屋外（24時間）

iichiko 総合文化センターと大分県立美術館（OPAM）
を中心に、大分県の芸術･文化を多くの皆さまに楽し
んでもらうメンバーシップです。ご入会いただくと、
メンバーステージごとにさまざまな特典が受けられ
ます。 ※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。
年会費 KOTOBUKI 10,000 円、TAKASAGO 5,000
円、UME 2,500 円、MEJIRO 無料
有料会員の特典一例 ◉iichiko 総合文化センター：
先行予約 / チケット割引　◉OPAM： 鑑賞割引　
◉共通：駐車券進呈 / 限定イベントご案内 
http://www.opam.jp/bivi　　E-mail bivi@opam.jp

大分市役所
●

●

府内五番街

ふないサンサン通り

ガレリア竹町

セントポルタ中央町

大分県庁

◉

◉

開場 開演未定 未定

500 円で上質なコンサートを鑑賞できる人気の企
画。今年も昼夜２回公演でお届けします。

演出･振付　首藤康之
指揮　森口真司
特別協賛　三和酒類（株）
協力　おおいた洋舞連盟

2020 年 2 月 9 日  （日）

バレエ『眠れる森の美女』

友の会　　　　　入会のご案内
チケット発売日　びび 10/19（土）　一般 11/9（土）

料金　1,000円、びび会員900円、高校生以下500円、
未就学児無料 ※3歳以下入場不可
指揮　梅田俊明　　特別協賛　三和酒類（株）

2020 年 3 月 29 日  （日）

iichiko グランシアタ･ジュニアオーケストラ
第 11 回定期演奏会

チケット発売日　12/7（土）

講師　福田修志

時期未定

演劇表現ワークショップ

料金　3,000 円、大学生以下 2,000 円

通年（年 6回開催予定）
ミュージカル体験ワークショップ

ワンコインリレーコンサート

10/2（水）
イルデーヴ 声楽アンサンブル

チケット発売日
びび 6/15（土）
一般 6/22（土）
※その他のコンサー
トは随時ホームペー
ジ等で日程をお知ら
せします。

料金　500 円

通年（年 3回開催予定）

大分県民が世界で活躍する
一流ソリストとともに約１
年間かけて制作するバレエ
公演。演出・振付は大分が
世界に誇る舞踊家・首藤康
之が手がけます。

©操上和美

©塩沢秀樹

開場 開演13：30 14：00

料金　3,000 円、U25 割半額　　出演　小林道夫
曲目　J. S. バッハ / 6 つのパルティータより第 1 番
BWV825、第 2番 BWV826、第 4番 BWV828

小林道夫
チェンバロリサイタル 第 3章

チケット発売日　びび10/14（月･祝）　一般10/26（土）
2020 年 1 月 13 日  （月･祝）

開場 開演13：15 14：00

開場 開始13：00 13：30

料金　500 円（介添者無料）、高校生以下無料
協力　福祉のまちづくり学会身体と空間特別研究
委員会

音楽と科学レクチャー #４
音をみる、音をきく、音をさわる

チケット発売日　9/1（日）
12 月 1 日  （日）

開場 13：15 開演 14：00

料金　500 円
出演　大分県立芸術
文化短期大学在学生、
専攻科在学生、教員、
演奏員、卒業生

主催　公立大学法人大分県立芸術文化短期大学

共催 10 月 14 日  （月･祝）

大分県立芸術文化短期大学
第 55回定期演奏会

チケット発売日　8/1（木）

料金　 A 席 7,600 円、B席 7,100 円、C席 6,600 円
（予定）  
出演　ポーランド国立民族合唱舞踊団「シロンスク」
主催　MIN-ON

19：00開演

共催 11 月 11 日  （月）

日本･ポーランド国交樹立 100 周年記念
ポーランド国立民族合唱舞踊団
「シロンスク」

チケット発売日　びび 7/28（日）予定　一般 8/11（日）予定

劇団四季ミュージカル『エビータ』
開場 17：00予定
開演 17：30予定

料金　未定
主催　劇団四季

チケット発売日　びび・一般 9月頃
12月 8日  （日）共催

撮影 山之上雅信（過去公演より）

料金　予約指定席 7,000 円、一般 4,000 円（当日
5,000 円）、学生 3,000 円 （当日 4,000 円）
合唱　特定非営利活動法人おおいた第九を歌う会ほか
管弦楽　九州交響楽団
指揮　梅田俊明
ソプラノ　林真理子　　アルト　増田弥生
テノール　又吉秀樹　　バス　妻屋秀和
曲目　ベートーヴェン / 交響曲第 9番「合唱」ほか
主催　特定非営利活動法人おおいた第九を歌う会

開場 16：00 開演 17：00

第 44回大分第九を歌う会
チケット発売日　びび・一般 8月頃

※各公演の詳細はチラシやHP（http://www.emo.or.jp）にてご確認ください。　※内容に変更がある場合がございます。予めご了承ください。

12 月 15 日  （日）共催 2020 年 2 月 22 日  （土）共催

国際ソロプチミスト大分 -みどり
認証 30周年記念事業･チャリティ公演
西本智実指揮
バレエ『ロミオとジュリエット』

開場 13：30
開演 14：00

料金　GS席14,000円、S席12,000円、A席8,000円、
B席 5,000 円、学生 3,000 円（自由席）
指揮　西本智実
管弦楽　イルミナートフィルハーモニー
バレエ　イルミナートバレエ
演目　プロコフィエフ / バレエ『ロミオとジュリエット』
主催　国際ソロプチミスト大分 -みどり

チケット発売日　びび 7/10（水）　 一般 8/10（土）

2015 年「ドン･キホーテ」より


