iichiko 総合文化センター 主催・共催事業 主な年間ラインナップ

2020

5.13

（水）

グランシアタ

Space Be

音の泉ホール

アトリウムプラザ

友の会びび

開演 18:30

チケット割引

2020

KOTOBUKI 会員は 15％oﬀ
TAKASAGO・UME 会員は 10％oﬀ

ミュージカル

『モダン･ミリー』

2020

5.23

（木）
開演 19:00

小曽根真 featuring
No Name Horses

※詳細は裏面参照

チケット発売中
料金 S 席 7,800 円、A 席 5,800 円、
B 席 3,800 円
出演 朝夏まなと、中河内雅貴、実咲凜音、
廣瀬友祐、保坂知寿、一路真輝 ほか
主催 モダン･ミリー
大分公演実行委員会

6.4

チケット発売 3/15（日）：びび発売中
料金 S 席 5,000 円、A 席 4,000 円、B 席 3,000 円、
U25 割各席半額
出演 小曽根真、No Name Horses、
山岸竜之介
（スペシャルツアーメンバー / エレキギター）

（土）
開演 17:00

第 22 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.8

©Ayumu Kosugi

室内楽コンサート

〜アルゲリッチ、キョンファと奏でる

2020

9.26

（土）
開演時間未定

日生劇場
ファミリーフェスティバル
2020
NHK みんなのうたミュージカル

チケット発売 3/7（土）
：びび先行 ランク別発売有
料金 GS 席 17,000 円、S 席 13,000 円、
A 席 10,000 円、B 席 7,000 円、ユース 3,000 円
（小学 1 年〜22 歳・年齢確認有）
出演 マルタ･アルゲリッチ（ピアノ）
、
チョン･キョンファ
（ヴァイオリン）
、
ミッシャ･マイスキー（チェロ）
主催 アルゲリッチ芸術
振興財団

「リトル・ゾンビ・ガール」
チケット発売 未定
料金 未定
出演 上白石萌音、伊藤理々杏（乃木坂 46）
、
エハラマサヒロ、RiRiKA、コング桑田、
一路真輝 ほか

2020

10.24

（土）

グランドオペラ共同制作
プッチーニ作曲

『トゥーランドット』
全3幕

※25 日は小学生招待公演

開演 14:00

2020

9.9

（水）
開演 19:00

帰ってきた！青島広志の
おしゃべりオペラティック
コンサート
チケット発売

6/13（土）
びび先行 5/30（土）
料金 一般 1,000 円、
U25 割 500 円
出演 青島広志 ほか

（イタリア語上演 / 日本語及び英語字幕付き / 新制作）

2020

9.28

（月）
開演 19:00

presents

ベートーヴェン弦楽四重奏曲
曲目

全曲演奏会 第 5 幕

チケット発売 6/13（土）：びび先行 5/30（土）
料金 GS 席 13,000 円、S 席 11,000 円、A 席 9,000 円、B 席 7,000 円、
C 席 5,000 円、D 席 3,000 円、U25 割半額（A〜D 席のみ）
指揮 アルベルト･ヴェロネージ
演出 大島早紀子
出演 福井敬（カラフ）ほか
管弦楽 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
合唱 二期会合唱団 ほか

弦楽四重奏曲 第 1 番 作品 18-1、
第 11 番 作品 95「セリオーソ」
、第 14 番 作品 131

2020

11.12

（木）
開演 19:00

presents

ベートーヴェン弦楽四重奏曲
全曲演奏会 第 6 幕

曲目

弦楽四重奏曲 第４番 作品 18-4、第 10 番 作品 74
「ハープ」
、
第 7 番 作品 59-1「ラズモフスキー第１番」
チケット発売 6/20（土）：びび先行 6/6（土）
料金 一般 3,000 円、U25 割 1,500 円、
セット割 5,500 円
出演 ウェールズ弦楽四重奏団

◉ 公演に関するお問い合わせ

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団

097-533-4004

〒870-0029 大分市高砂町 2-33 iichiko 総合文化センター
http://www.emo.or.jp
emo-info@emo.or.jp

2021

3.28

2021

（日）

1.16

（土）
開演 14:00

presents

開演 14:00

小林道夫
チェンバロリサイタル 第 4 章

iichiko グランシアタ
ジュニアオーケストラ
第 12 回定期演奏会

〜パルティータ Part2〜

チケット発売 11/28（土）
料金 一般 1,000 円、高校生以下 500 円、
未就学児無料※4 歳以上入場可
指揮 山脇 幸人
管弦楽 iichiko グランシアタ･ジュニアオーケストラ

2020

12.7

チケット発売 10/10（土）：びび先行 10/3（土）
料金 一般 3,000 円、U25 割 1,500 円
出演 小林道夫
曲目 6 つのパルティータより
第 3 番、第 5 番、第 6 番
（月）
開演 19:00

OPAM 開館５周年記念
パーヴォ･ヤルヴィ指揮

2020

10.11

ドイツ･カンマーフィル
ハーモニー管弦楽団

（日）
開演 14:00

大分県立芸術文化短期大学
第 56 回定期演奏会

チケット発売 8/15（土）：びび先行 7/18（土）
料金 GS 席 10,000 円、S 席 8,000 円、
A 席 6,000 円、B 席 4,000 円、C 席 2,000 円、
U25 割半額（B･C 席のみ）
指揮 パーヴォ･ヤルヴィ
ソリスト 諏訪内晶子（ヴァイオリン）

チケット発売 未定
料金 500 円
出演 大分県立芸術文化短期大学管弦楽団･合唱団
主催 公立大学法人大分県立芸術文化短期大学

©Julia Bayer

2020 年は、ベートーヴェン生誕 250 年の
アニバーサリーイヤー！
大分県内のオーケストラが、年間を通じて
交響曲全曲を演奏します。
全公演にご来場くださると抽選で
素敵なプレゼントをさしあげます。

第1番

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
3 月 29 日（日）

開演 14:00
料金 ［全席自由］一般 1,000 円、高校生以下 500 円、
未就学児無料、4 歳以上入場可

第4番

別府市民フィルハーモニア管弦楽団
6 月 21 日（日）開演 14:00

会場 別府ビーコンプラザフィルハーモニアホール
料金 ［全席自由］一般 1,000 円、高校生以下 500 円
指揮 後藤龍伸
ピアノ 渡邊智道

第8番

大分県立芸術緑丘高等学校
10 月 17 日（土）

開演 14:00
料金 ［全席自由］無料（要整理券）
指揮 森口真司

第5番

大分チェンバーオーケストラ

10 月 17 日（土） 開演 18:00
料金 ［全席自由］1,000 円
指揮 新通英洋
第3番

大分交響楽団

11 月 8 日（日）

開演 14:00
料金 ［全席自由］1,500 円
指揮

森口真司

第6番

室内楽おおいた〜 grand 〜

11 月 28 日（土） 開演時間未定
料金 ［全席自由］2,000 円
指揮 森口真司
第7番

©Kiyotaka Saito

おでかけクラシックコンサート
地域の学校や施設の皆さんのもとへ、アーティスト
が、芸術の持つ楽しみや喜びを心に届けにおでかけ
していく事業です。

ミュージカル体験ワークショップ
ブロードウェイのナンバーを歌って、踊って！ ミュージ
カルの素晴らしさを体感できる人気ワークショップです。

ワンコインコンサート
500 円で気軽に楽しめるコンサートです。今年度は
３回の開催を予定しています。

OPAM 開館５周年記念 パーヴォ･ヤルヴィ指揮

ドイツ･カンマーフィルハーモニー
管弦楽団
12 月７日（月）

開演 19:00

第 2 番･第 9 番

第 44 回大分第九の夕べ
12 月 13 日（日）

開演時間未定
料金 ［指定席］7,000 円、［自由席］4,000 円
指揮 現田茂夫
管弦楽 九州交響楽団
ソプラノ 後藤裕美
アルト 小川明子
テノール 大槻孝志
バス
安藤常光

友の会

入会のご案内

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。
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：
チケット先行予約 / 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
※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。※KOTOBUKI
会員のチケット代 15％oﬀ の適用は 2020 年４月１
日以降にチケット発売日を設定した公演からとし
ます。また、共催公演の割引率につきましては、各
公演チラシをご確認ください。

※各公演の詳細は
チラシやホームページ（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。
あらかじめご了承ください。

