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［公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団］

主催・共催事業年間ラインナップ
西洋音楽発祥の地プロジェクト

友の会びび入会のご案内 チケット購入について

＜主催公演チケットの主なプレイガイド＞

https://emo.or.jp

TEL.097-533-4005

（24 時間 ※発売初日は10:00から）

（10:00 ～ 19:00 ※休館日除く）

※iichiko 総合文化センター主催事業につきましては、
　インターネット上で座席指定でのご購入ができます。

【お問合せ先】

■ 感染症拡大防止対策について
ご来場の際は、手指消毒をし、不織布マスクの着用をお願いいたします。
入場時に検温をし、発熱のある方は入場をお断りいたします。
チケットの半券（ミシン目から小さいほう）に氏名、電話番号を必ずご記入ください。
咳、のどの痛み、だるさ、発熱など体調不良を感じる場合には、ご来場をお控えください。
※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、公演が中止・変更になる場合があります。
　最新情報はHPをご覧ください。

大分は、16世紀後半の大友宗麟時代、カトリックの布教とともに西洋の音楽や演劇が住

民によって実演され、日本における｢西洋音楽発祥の地｣と言われています。

当センターでは2020年より3ヶ年計画で｢西洋音楽発祥の地プロジェクト｣に取組み、古

楽器やバロック音楽の演奏会をシリーズで開催しています。2022年度はプロジェクトの

最終年。古楽器の演奏会に加え、集大成として創作舞台にも取組みます！

iichiko総合文化センターと大分県立美術館を中心に、
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
ステージごとに様々な特典が受けられます。

※休館日は毎月第2・第4月曜日（月曜日が祝日の場合、翌日火曜日）
※その他各プレイガイド（コンビニなど）でもお買い求めいただけます。
（一部公演を除く）
※U25割（25歳以下）は、iichiko総合文化センターHPまたはインフォメー
ションのみの取り扱いです。

※営利を目的としたチケットの転売は法律で禁止されています。転売され
たチケットは無効となる場合があります。

公益財団法人 大分県芸術文化スポーツ振興財団
〒870-0029 大分市高砂町2-33  iichiko総合文化センター内
TEL：097-533-4004  ＨP ： https://emo.or.jp/

◀ このマークが対象公演です。

HP：https://emo.or.jp/bivi
E-mail：bivi@opam.jp

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
■ 大分県立美術館（OPAM）：鑑賞割引
■ 動画配信サービス（びびVision）　
■ その他：駐車券進呈/ 限定イベントご案内 など

■ iichiko 総合文化センターHP（インターネット販売）

■ iichiko 総合文化センター 1F インフォメーション

（10:00～ 17:00 ※休館日除く）

■ 友の会びびチケット予約専用電話番号

iichikoグランシアタ及び iichiko 音の泉ホールについて、大分県が天井の耐震改修工事を実施いたします。
このため、下記期間、両ホールの利用を休止いたします。皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解ください
ますようお願い申し上げます。

利用休止期間：2023 年 4月 1日～ 2024 年 5月（予定）

ホール利用休止のお知らせ

メンバーステージ

年会費 円

KOTOBUKI

10,000 円5,000 円2,500

TAKASAGO UME
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別府アルゲリッチ音楽祭
室内楽コンサート

海外オーケストラ

大分第九の夕べ

5 28SAT 9 21WED

小曽根 真 featuring
 No Name Horses

THE BESTジャズ

6 24FRI
小林道夫

チェンバロリサイタル
J.S.バッハ最終章

森口真司指揮

指揮：鈴木優人

九州交響楽団

佐渡 裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ

8 19FRI

劇団四季ミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』9 10SAT

定期演奏会
大分県立芸術文化短期大学10

MON

11
創作舞台

6
SUN

11

12 10SAT

12 18SUN

タンタシオン・デ・ブルー
チェロアンサンブル

ビリー・バンバン コンサート

12 8THU

©Takashi Fujimoto

日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2022
NHKみんなのうたミュージカル

リトル・ゾンビガール9 17SAT

©Ryota Mori

バッハ・コレギウム・ジャパン演奏会

日本フィルハーモニー交響楽団第48回九州公演
日本フィル in Kyusyu 2023

20232022

2 5SUN

2 14TUE

3 11SAT

3 26SUN

10 16SUN

2 20
MON

12月中旬

月～12月

1 9
MON

日本舞踊 藝〇座

びわ湖ホール声楽アンサンブル

大分ゆかりのアーティスト

金管五重奏 Buzz Five

大分県立美術館「iichiko design」展連携企画

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ

10 6THU

第14回定期演奏会

©Ayumu Kakamu

©塩澤秀樹ついに実現！小曽根真率いるNNHの大分公演

これまでの人気楽曲を集約
したベスト版からセレクト
した曲目で全国を駆け巡る
ザ・ベスト・ツアー！！

巨匠・小林道夫が、J.S.バッハの楽曲を
演奏するコンサートシリーズの最終章。
演奏するのは「ゴルトベルク変奏曲」。
50年間、東京で弾き続けた珠玉のバッハ
演奏を、大分でご堪能ください。

歴代「iichiko」のCMを鮮やかに彩った
楽曲をお届けします

多彩なジャンルのコンサートをワンコイン（500円）で鑑賞
できる、人気のシリーズ。今年度は4公演を企画しています。
日程等、詳細は後日発表します。いずれも昼夜2公演。

プロオーケストラによるレクチャーコンサート

世界が認める古楽器アンサンブル

オーケストラの名曲を県立芸
術文化短期大学の森口真司
教授が解説を加えながら演
奏するレクチャーコンサー
ト。オーケストラや楽曲の秘
密や魅力を改めて感じてい
ただけます。

バッハのブランデンブルグ
協奏曲を全曲演奏。

オーケストラについて、
ピアノとお話を交えレクチャーします。

1年間の練習の成果を披露します！

12人のチェリストによる最高のハーモニー

出演：海野幹雄、西山健一、北口大輔 ほか
曲目：フンク/組曲ニ長調

三枝成彰/（ベルリン・フィル12人の
チェリストのための）日本の歌 ほか

曲目：シベリウス／交響曲第2番
メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲（ソリスト：水谷晃）
オッフェンバック／喜歌劇『天国と地獄』序曲 ほか

西洋音楽発祥の地プロジェクト

戦国時代、キリシタン大名の大友宗麟は、音楽が溢れる平和な世界を理想郷と
して「ムジカ」と呼んだ。西洋音楽発祥の地である大分の歴史、文化を紐解く歴
史スペクタクル舞台！

人里離れた森で暮らす
ゾンビの女の子・ノノと
街で暮らす人間の男の
子・ショウの小さな友情
の物語

指揮：船橋洋介

ワンコイン リレーコンサート

主催：（公財）アルゲリッチ芸術振興財団

主催：劇団四季

主催：TOSテレビ大分

主催：日本フィル大分公演実行委員会

主催：おおいた第九を歌う会

主催：大分県立芸術文化短期大学

青島広志 の
おしゃべりコンサート

総合監督・演出・振付：穴井 豪
作曲・音楽監修：藤原道山
脚本・演技指導：石橋直也
出演：石橋直也、田中なずな、椎原克知(文学座)、
　　  嘉目真木子(東京二期会)、大分県芸振メンバー ほか
共催：NPO法人大分県芸振

出演：マルタ･アルゲリッチ ほか

500

イラスト：青島広志

オーケストラ

オーケストラ

レクチャー

オーケストラ

ミュージカル

ミュージカル

総合舞台

室内楽 共催

共催

共催

共催

共催

共催

室内楽

室内楽

室内楽
ポップス

吹奏楽

オーケストラ 合唱

オーケストラ

オーケストラ第58回

第22回

iichiko presents

Coming Soon

こんにゃく座
『森は生きている』12 24SAT

©前澤秀登

子どもから大人まで楽しめる日本語オペラ

2021年に制作された新演出の
オーケストラ版を上演

原作：サムイル･マルシャーク
台本･作曲：林 光　演出：眞鍋卓嗣

オペラ

iichiko presents

2023


