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音楽家を指定できますか？
　　　基本的には指定できません。
　　　感染症対策のための条件（県内在住・マスクを着用したままの演奏可能等）のご相談は可能です。
　　　ご希望に沿った音楽家をご紹介させていただきます。

お祭りなどのイベントに来ていただくことはできますか？
　　　このプログラムは、日常生活に音楽を届けることを趣旨のひとつとしています。
　　　イベントや催事への参加はお断りしていますので、悪しからずご了承ください。

対象人数はどれくらいですか？
　　　基本的に、学校でいうと 1クラス単位（40 人前後）が対象です。
　　　人数が多い場合は複数回に分けて実施することも可能なのでお問い合わせください。

音楽に詳しくないのですが、一からご相談できますか？
　　　心配ありません！ 音楽面に関しては、iichiko 総合文化センターのスタッフが全面的にサポートいたします。

① iichiko 総合文化センターのホームページから
 　申込用紙をダウンロードしてください
② 必要項目をご記入ください
③ ホームページの申請フォームか郵送、
　 または FAXで右記の宛先にお送りください
※会場資料については
　FAX以外の方法でお送りください

内容に不明点、質問などがある場合は
右記までお問い合わせください

〠 870-0029 大分市高砂町 2-33 iichiko 総合文化センター内
（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
おでかけクラシックコンサート 係

TEL 097-533-4004　FAX097-533-4009

出演者にかかる費用（出演料・交通費）は
iichiko 総合文化センターが負担します。

会場使用料は派遣先側で負担をお願いします。
会場は調律、準備、リハーサルのため、
開演の 3～4時間前から手配をお願いします。

会場所有のピアノを使用させていただきます。
※可能なかぎり調律をお願いします。
※ピアノを使わないアーティストもいますのでピアノがなくても大丈夫です。

飲物（ミネラルウォーター、お茶、コーヒー）
簡単なお菓子（チョコレート、あめ）などをできればご準備ください。
また可能であれば昼食にお弁当か、学校であれば給食をご用意ください。

当日は iichiko 総合文化センターのスタッフが同行します。
また、事前に準備をお願いする可能性がありますが、
その場合はお打ち合わせなどを経てあらかじめご連絡させていただきます。

出演者

会場及び控室

ピアノ

出演者へのケータリング

会場設営・準備

iichiko
総合文化
センター

派遣先

主な役割と費用分担

項目 備考

Q＆A よくあるご質問

応募方法

応募用紙ダウンロード

応募先・お問い合わせ

（土・日曜、祝日、休館日をのぞく 10：00～17：00）

おでかけクラシックコンサート

https://emo.or. jp/odekake/
検索

総合文化センター アウトリーチ事業

申込概要



　チェロの低い音色は、聴く人を包み込んでくれるように落ち着いていて温かいのが

特徴。それを奏でる河野里菜は、アウトリーチを通じて「音楽や芸術には答えがない。

それぞれが感じた気持ちを大切に、みんなで互いの答えを認め合い、いろんな気持ち

を知ることで相手の気持ちに寄り添うことができる」ということを伝えています。

　この日のプログラムも、「想像」することを大切に進められました。まずは、チェロ

という楽器は木から、弓は馬の尻尾からつくられていることをクイズ形式で楽しく紹

介。どうやったら音が出るのか？ そして曲をつくった作曲家が何を伝えたかったのか

イメージを膨らませていきました。そして、実際にフォーレの『エレジー』を弾いて

みせながら、どんな感情がわいてくるか感じてもらう試みも「曲を想像すると、何を

伝えたいのか、どんな景色かが分かりました」と話してくれた子どもたちには、音楽

や芸術が心の支えになってくれるということが伝わったようです。

「 想像すると景色が見えてきました  」

アーティスト　河野里菜（チェロ）
曲目 葉加瀬太郎 / 情熱大陸
　　 バッハ / 無伴奏チェロ組曲より第１番 プレリュード
　　 フォーレ / エレジー
　　 ルロイ・アンダーソン / プリンク・プランク・プルンク
　　 メンデルスゾーン / チェロソナタ第 2番

派遣先

県内小中学校、支援学校、公立文化施設、福祉施設、図書館、その他施設・機関 など

小学校 case.1

本事業のポイント

1.「日常」へ音楽をとどけます

3.わかりやすく解説します

2.音楽家は研修を受けています

4.授業時間に合わせます

クラシック音楽のプロの演奏家が、皆さんが普段
生活している“いつもの場所”で生演奏を披露し
ます。生演奏の迫力・臨場感は貴重な体験となり
ます。

ホールでのクラシック音楽の演奏会とは異なり、
奏者は特別な研修を受けています。子どもたちの
前でお話と演奏ができるようにプログラムの組み
立てや曲目の選定、絵本や映像を使用する工夫を
しており、皆さんを飽きさせません。

楽器の構造・発声のしくみや作曲家の紹介、楽曲
の成り立ちなど音楽の基本的知識を、実物を見せ
て実際に演奏してみせ、わかりやすくお話しします。

学校の一時限の授業時間（45 分間程度）、30～40
人程度の児童・生徒数に合わせたプログラムを作
成しており、特別な時間割変更は必要ありません。

事例紹介

帰り際に、子どもたちから
お手紙をもらいました

おでかけクラシックコンサート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは？

普段はコンサートホールで活躍している音楽家が、ホールを飛び出して、大分県内各地の

学校や施設などにおでかけし、皆さんの「日常」へクラシックコンサートをおとどけする

iichiko 総合文化センターの大切なアウトリーチプログラムです。若手音楽家たちが、心に

響く上質な音楽を奏でます。「子どもたちに本物の音楽を聴かせたい」という学校の先生方

や「日ごろ本格的なクラシック音楽に触れるチャンスが少ないので演奏に来て欲しい」と

いう地域の方々にご活用にいただき、生演奏によるミニコンサートや芸術に触れる機会を

おとどけしています。音楽家の出演料・交通費は当センターが負担いたします。

　演奏するのは、このプログラムに必要なスキルと条件を満たした大分ゆかりの音楽家た

ち。県内外で活躍中の若手演奏家が、オーディションや専門家による研修、実践のための

リハーサルを重ね、丁寧に本番に向けた準備をしてきました。

　またこの企画には、おとどけ先の会場で、皆さんと私たちが一体となり、芸術や文化の

すばらしさを共感できるしあわせな時間を紡いでいけたらという思いが込められています。

ぜひ、たくさんの場所で多くの方々と素敵な時間が過ごせますよう、皆さまからのご応募

をお待ちしております。

※アウトリーチ＝地域の皆さんのもとへ芸術の持つ楽しみや喜びをおとどけする活動

※
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みんなで歌って踊って
大盛り上がり↗

アーティスト　ピアーチェ（ソプラノ / ピアノ）
曲目 ガーシュウィン / アイ・ガット・リズム
　　 木下牧子 / ロマンチストの豚
　　 シューマン＝リスト / 献呈～君に捧ぐ～
　　　ドビュッシー / プレリュード
　　 モーツァルト / きらきら星変奏曲
　　　校歌
　　 米津玄師 / パプリカ
　　 オリジナル曲 / トレジャー

case.3case.2

　大北絵三子が演奏するのは、16 世紀頃から演奏さ
れてきたチェンバロやヴァージナルという古楽器。「こ
の楽器が盛んに演奏されていた当時の曲を現代に蘇ら
せる仕事を、ワクワクしながらやっています」と語る
彼女は、多くの人々にとって、今までに見たことも聴
いたこともない楽器の魅力を伝えたいという思いで各
地を訪問しています。
　コンサートの冒頭は、調律をしているところに入場
してもらうスタイル。昔々の物語が始まりそうな雅な
音に誘われて、子どもたちからは「わー！」という声
が上がります。そしてピアノとの違いを説明しながら、
さらに関心を引いていきます。
　チェンバロの面白さは、楽器自体の芸術性にもあり
ます。チェンバロを演奏する前に天板を開けると、そ
こには彼女のお祖父さまが筆を走らせたという宇佐神
宮の池の絵が描かれています。そこから繊細な音色が
あふれてきて、目で見ても耳で聞いても楽しいのが

チェンバロの魅力。子
どもたちはじっと目と
心を輝かせながら、「ギ
ターの音に似ている」
「ピアノより音が高い」
「僕も弾いてみたい！」
「きれいな音で気持ちが
豊かになった」と、た
くさんの感想を聞かせ
てくれました。

「 気持ちが豊かになったよ！」

case.4

　小学生の頃、大分県民オペラのジュニアコーラスに
所属していたことがきっかけで声楽家を志した嘉目真
木子は、現在、東京を主な拠点にオペラやコンサート
のステージで活躍しています。本物のソプラノ歌手な
らではの高く美しい歌声、そして想像以上の声量の大
きさに子どもたちは驚きながらも感動します。
　大分県出身の瀧廉太郎からイタ
リアの歌曲まで、コンサート
で披露するのは幅広いジャ
ンルの選曲。自身がイタ
リアに留学したときの思
い出話なども交えながら、
歌から読み解ける日本と
イタリアの国民性の違いや
共通点にも興味を向けます。
「言葉や環境は違っても、心で感じ
ることは世界共通。言葉は通じなくても、一歩ふみ出
してコミュニケーションをとってほしい」とのメッ
セージを込めながら歌をおとどけする彼女の演奏会
を、子どもたちは「一緒に歌えて楽しかった」「また
聴きたいです」と満喫した様子でした。

「 一緒に歌えて楽しかったです 」

アーティスト　嘉目真木子（ソプラノ）
曲目 瀧廉太郎 / 花、荒城の月、ひばりはうたひ
　　 山田耕筰 / あわて床屋
　　 越谷達之助 / 初恋
　　　グリーグ / Ich liebe dich
　　 サティ / Je te veux
　　 カプア / O sole mio

↑600 年も前からある
　チェンバロの魅力は
　上品な美しさ

アーティスト　大北絵三子（チェンバロ）
曲目 バッハ / フランス組曲第５番よりアルマンド
　　 パーセル / ラウンドO
　　 バード / ソールズベリー伯爵のパヴァーヌ
　　 クロフト / グラウンド ハ短調
　　 ヘンデル / 調子の良い鍛冶屋

　ピアーチェという名前はイタリア語で〈喜び / 自由〉という意味。その名前に「音

楽を自由に楽しんでほしい」という願いを込めて、ソプラノとピアノの演奏をおとど

けしている 2人組です。

この小学校では冒頭、迫力のあるミュージカルナンバー

『アイ・ガット・リズム』を歌いながら元気に登場。ドビュッシー

の『プレリュード』の演奏では、ピアノのまわりにみんなを

呼んで音の響きやピアノの内部の動きを体感してもらいなが

ら、子どもたちの興味関心をさらに引き出していきました。

　また、作詞・作曲が得意な 2 人ならではのオリジナルの曲

をお楽しみいただけるのもピアーチェのコンサートの魅力。訪問する学校の校歌をア

レンジするサプライズも！ 「心に歌が響いてきた」「自作の歌が素晴らしかった」と、

多彩なプログラムをお楽しみいただきました。

「 自作の歌が素晴らしかったです 」
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アーティスト　藤澤 菜那（ピアノ）
曲目 ドビュッシー / ベルガマスク組曲よりプレリュード
　　 ドビュッシー / アラベスク第１番
　　 ドビュッシー / ベルガマスク組曲より月の光
　　 リスト / 巡礼の年 第１年 スイス S.161 より
　　　　　　　オーベルマンの谷
　　 リスト / 愛の夢

↖前方に注目する生徒のうしろから
　登場するサプライズ演出！

　日出町中央公民館が主催する『公民館大学』から、
「芸術・文化関係の公演を催したい」とご応募いた
だきました。音楽をおとどけしたのはピアノの藤澤
菜那。初めに「皆さんそれぞれの感じ方で、音楽を
通じた感情の旅を楽しんでいただきたい」とのメッ
セージを伝え、ロマン派や印象派の情緒的な曲目を
奏でました。
　演奏の合間には、ピアノの構造を見せながら表情豊
かな音が出る仕組みを紹介。『アラベスク』という曲
ではアラベスク模様との関連を話したり、『月の光』
ではタイトルから曲のイメージを想像してみたり、１
曲ずつに演奏をより楽しんでもらうための解説が添え
られました。
　また、この日の聴衆は人生の先輩方が主体だったた
め、「皆さんから私自身も学び、演奏に生かしたい」
との思いをもってコンサートにのぞみました。それを
受け、ある物語の主人公の苦悩や感情の移ろいを表し
たといわれる『オーベルマンの谷』の演奏
後には、「曲を聴いているうちにこれ
からどう生きるか考えるようになっ
た」「残りの人生を有意義に過ごそ
うと思う」など、前向きな感想がと
どきました。

「 前向きな気持ちになりました 」

　フェリーチェ楽団は、オーボエとトランペットとい
う珍しい組み合わせのユニット。“フェリーチェ”と
はイタリア語で　〈ごきげんな / 幸せな〉という意味。
皆さんに「音楽で幸せをお届けしたい」という思いで
コンサートにうかがっています。
　この日は、それぞれの楽器の紹介をしながらオーボ
エで有名なチャイコフスキーの『白鳥の湖より情景』を、
トランペットでは『天空の城ラピュタ』の劇中曲『ハ
トと少年』を演奏。２歳児は楽器をめずらしそうに見
ながら、リズムに乗って楽しそうな様子でした。また 

年長さんたちは、楽器で動
物の鳴き声を真似するクイ
ズをとても喜んでいました。
　後半は、本来はオーケス
トラと合唱の大編成で演奏
するベートーヴェンの交響
曲第９番『喜びの歌』を２

種類の管楽器でだけで披露。生演奏とともに大型絵本
を読んでいく試みでは、「物語の中に入り込んでいく
ようだった」との感想をいただきました。
　最後のプログラム『パプリカ』では、子どもたちも
カスタネット等で一緒に演奏し、音楽を五感で楽しむ
豊かな時間を過ごすことができました。

「 物語の世界にいるようでした 」

中学校

アーティスト　倉堀 翔（クラリネット）
曲目 伊藤康英 / クラリネット作っちゃった
　　 ラボー / ソロ デ コンクール
　　 モーツァルト / クラリネット協奏曲より 第２章
　　 プーランク / クラリネットソナタより 第１楽章

クラリネットはリコーダーと
運指が似ている楽器で
音域が広く温かい音が魅力

ピアノの内側の部品を見せて構造を紹介↗

　開始前、あらかじめ教室のあちこちに楽器のパーツを隠しておき、それを組み立て

ながらの演奏『クラリネット作っちゃった』でコンサートがスタート。徐々に変化し

ていく音色とエンターテインメント性の高い演出が、生徒たちを一瞬で虜にします。

　倉堀翔は、楽器紹介に続いて自身が演奏家になるまでの話を披露。クラリネットと

の出会いや高校時代に亡くした恩師とのエピソードなどを交えながら、モーツァルト

の『クラリネット協奏曲』に乗せて東日本大震災をテーマにした絵本『ハナミズキ』

の読み聞かせをしました。そしてクライマックスは、自身の人生を重ね合わせたプー

ランクの『クラリネットソナタ』で締めくくり。音楽の素晴らしさを伝えるとともに、「命

の重さ」「夢を持つことの意味」「自分を信じることの大切さ」まで感じさせてくれる

プログラムに、「素晴らしい演奏の裏側にある演奏者の温かい気持ちが伝

わり、感動しました」「夢を持ち続け、それに向かおうとするきっ

かけを与えてもらいました」と、たくさんの感動の声が寄せられ

ました。

「 演奏者の温かい気持ちに感動 」

アーティスト　フェリーチェ楽団（オーボエ / トランペット）
曲目 ハチャトゥリアン / 剣の舞
　　 チャイコフスキー / 白鳥の湖より情景
　　 久石譲 / ハトと少年
　　 ベートーヴェン / 交響曲第 9番より
　　　　　　　　　　 喜びの歌
　　 即興演奏 / 音姿
　　 米津玄師 / パプリカ

オーボエは
木管楽器の仲間で
哀愁のある

甘く美しい音色が特徴

トランペットは
ファンファーレなど
華やかなメロディーの

花形楽器

保育園 地域施設
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Artists Prof�e 登録アーティスト　プロフィール
専門家による研修を受けた、12 組 17 名のアーティストが所属しています。

福岡教育大学院演奏学コース修了。アクロス

福岡「青少年のための 1万人コンサート」、文

化庁 / 日本演奏連盟主催「新進演奏家育成

プロジェクト オーケストラ・シリーズ」な

どで九州交響楽団と共演。ベートーヴェン

「第九」、バッハ「マタイ受難曲」「クリスマス・

ラトリオ」、ヘンデル「メサイア」などのソプ

ラノソリストを務める。大分市在住。福岡・

大分を中心に演奏活動を行っている。

生演奏の魅力・歌声の力をたっぷりと
お届けします。日本の歌も大好きです！

楽しいひと時を過ごしましょう

さとう　ひろみ

佐藤 広美
ソプラノ

浮島小智（ホルン）と浅井史帆（ピアノ）

の仲良しデュオグループ。大分県立芸術文

化短期大学在学中から2人で演奏活動を行っ

ており、その後正式に prism を結成。ポピュ

ラーからクラシックまで幅広いジャンルの

楽曲を得意とし、手作り小道具を使った楽

器紹介は小さな子どもから大人まで好評を

得ている。

ホルンとピアノで奏でる多彩な音色で
美しいハーモニーをお届けします！
一緒に楽しい時間を過ごしましょう

武蔵野音楽大学、同大学院修士課程修了。

ソロリサイタル、大分交響楽団や大分チェ

ンバーオーケストラ等とのピアノ協奏曲共

演、伴奏ピアニストとしてもコンサート出

演を重ねる。現代曲初演や朗読×音楽のコ

ラボレーション企画にもピアニストとして

携わり、聴く人の心に残るような音楽を届

けたいと、県内外で幅広く活動の場を広げ

ている。

一つひとつの楽曲に
親しんでいただけるよう工夫し

ピアノやクラシック音楽の魅力を伝えます

大分県立大分雄城台高等学校卒業。洗足学

園音楽大学卒業。第 18 回別府アルゲリッチ

音楽祭オープニング若手演奏家コンサート

に出演。2016年篠崎ミュージックアカデミー

大分校、臼杵校 5 周年記念コンサートでは、

NHK 交響楽団の篠崎史紀氏、桑田歩氏、中

村翔太郎氏らと、ブラームス作曲のクラリ

ネット五重奏曲で共演。現在、グレイス楽

器講師。

クラリネットの魅力を伝えると同時に
人としてのあるべき姿を自らも模索し

共有することを願います！

オーボエの“オッキー”こと大城裕美（大

分県立芸術文化短期大学・同専攻科 オーボ

エ専攻 卒業・修了）と、トランペットの“ユッ

キー”こと得丸幸代（京都市立芸術大学音

楽科卒業 / iichiko グランシアタ・ジュニア

オーケストラ講師）により 2014 年に結成。

大分市内を中心に活動中。後進の指導にも

あたっている。フェリーチェとはイタリア

語で〈ごきげんな / 幸せな〉という意味。

オーボエとトランペットの
珍しいアンサンブルは必聴です！
幸せなひとときを過ごしましょう！

2013 年に結成したフルート＆ギターの

デュオグループ。フルートの“けいこさん”

こと藤田圭子とギターの“しんちゃん”こ

と溝口伸一による分かりやすい解説をモッ

トーに、クラシック音楽を気軽に楽しんでい

ただけるよう、大分県内を中心に活動中！ 

アミティエとはフランス語で〈友情〉とい

う意味。

分かりやすい解説を
笑顔とともに皆さまの元へ

お届けします！

大分県出身。国立音楽大学声楽科卒業、同

大学院修了。文化庁派遣新進芸術家海外研

修員としてフィレンツェへ留学。'10 年東京

二期会《魔笛》で本格的にオペラデビュー。

宮本亞門演出《魔笛》のパミーナ、《フィガ

ロの結婚》スザンナなど話題の公演に多数

出演。コンサートソリストとしても活躍。

アルバム「My favorite songs ～わたしのお

気に入り」をリリース。東京二期会会員。

音楽に難しいことは何もありません
ただ、上質な音の、声のシャワーを

浴びていただきたいです！

大分市出身の幾嶋明日香（ソプラノ）と山

田奈津紀（ピアノ）によるグループ。県内

にて演奏活動を行う。2017 年より毎年親子

のためのコンサートを自主公演し好評を得

る。コンサートでの演奏ジャンルはクラシッ

クをベースとして多岐に渡り、曲や演目の

自主制作も手掛ける。ピアーチェとは〈喜

び / 自由に〉という意味を持つ言葉。

私たちならではの
自由に音を楽しむひとときを

心を込めた歌とピアノでお届けします

東京音楽大学ピアノ専攻卒業。同大学研究

生チェンバロ専攻修了。チェンバロの繊細

で美しい外観と響きに魅了され、現在、県

内各地にて、より多くの方々へチェンバロ

を広める活動を行っている。

チェンバロの魅力を
お話や名曲の演奏とともに

お届けいたします

大分市出身。大分県立芸術文化短期大学専

攻科音楽専攻卒業。現在は、iichiko グラン

シアタ・ジュニアオーケストラアカデミー

講師、ボランティア楽団さくら組メンバー

として活動。様々なオーケストラにフリー

奏者として賛助出演している。 また後進の指

導も行う。これまでにチェロを白沢あいり

氏、辛島慎一氏、田村朋弘氏、宇野健太氏

に師事。

チェロの魅力、音楽のもつパワーを
感じていただきたいです！
一緒に音楽を楽しみましょう！

湯布院出身。バーゼル音楽院（スイス）修

士課程を卒業後帰国し福岡を拠点に演奏活

動を始める。古学から現代曲まで幅広く演

奏する。ルネッサンスギター、バロックギ

ター、19 世紀ギターなど各時代のギターを

使い分けて、ギターの音色の奥深さを届け

ている。第一回韓国国際ギターコンクール

主席２位。2020 年に 1st アルバム「ロス・

マエストロス」を発表。

まだ知られていない
ギターの世界に

触れていただけたらと思います

大分県立芸術文化短期大学出身の上村梨世、

永岡真奈による 2021 年結成のパーカッショ

ンデュオ。鍵盤打楽器から教育用打楽器ま

で幅広い楽器を使い、福岡、大分を中心に、

ホールや市民公民館などでの演奏活動を

行っている。Lien とはフランス語で〈繋が

り / 縁〉などの意味。目で耳で体で、一緒

に楽しめるコンサートを目指している。

音楽を通じて皆さんと繋がり
音楽と打楽器の楽しさを
たくさんお伝えしたいです

プリズム

prism
ホルン / ピアノ

ふじさわ　なな

藤澤 菜那
ピアノ

よしめ　まきこ

嘉目 真木子
ソプラノ

おおきた　えみこ

大北 絵三子
チェンバロ

かわの　りな

河野 里菜
チェロ

まつもと　ふゆき

松本 富有樹
ギター

feliche

フェリーチェ楽団
オーボエ / トランペット

amitie

アミティエ
フルート / ギター

（2023 年 2 月現在）

リアン　デュオ

Lien duo
パーカッション

くらほり　しょう

倉堀 翔
クラリネット

第 1期

第 4期第 3期

第 2期

piarche

ピアーチェ
ソプラノ / ピアノ
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よかったことは、やはり
間近で聞かせてもらえる点につきます。

特にコロナ禍でこのような機会をもつのが難しくなっていますが
目と耳と身体、全体で感じ取ることができ

本当に有意義でした
（教員）

綺麗な演奏が頭の中に残り
思い出になりました

（小２）

いやなことが全部とんで
笑顔になれたから
また聴きたいです

（小 3）

音楽には
心を休ませる効果が

あります
（小 6）

感情などの表し方などで
音楽の特徴が変わると
わかりました
（小 6）

テレビや動画と違って
生で見ると

迫力がハンパなかった
（小 6）

辛いことや悲しいことを
乗り越えられそうだから

また聴きたい
（小 6）

人によって
感じ方は違っていて

それに正解がないことを
知りました
（小 6）

音楽を聴きながらイメージを膨らませること、
それが人それぞれ違ってもOKだということまで
教えてもらえたのは、子どもたちにとって

心が広がってよかったです
（教員）

素敵なドレスや
演奏家としての
振る舞いからも

良い刺激を受けました
（中 2）

観客への問いかけや、実際に
演奏させてもらえることが
嬉しく、一緒にコンサートを
しているようで楽しかったです

（教員）

やめてしまったピアノを
もう一度やってみたいと

思いました
（中 2）

このような機会は
日頃少ないので
楽しめました
（一般）

楽器のすぐ近くまで
行ったことがなかったので

よかったです
（一般）

音楽家の説明や写真で
曲をより知ることができた

（一般）

音楽は
楽しめるということを
発見しました
（小 5）

音色が変わる時が
とてもきれいで
楽しかったです

（小 5）

いろんな知らない音楽が
聴けて、心がとても

綺麗な気持ちになりました
（小２）

初めて聴いた曲が
いろいろあったので

もっといろんな曲を聴きたい
（小 5）

吹奏楽部の
生徒たちにとって

大いに刺激になったようです
（教員）

音楽を聴くことによって
いろいろな感情を
持てると思いました

（中 2）

コロナ禍でストレスを
抱えがちになりますが、
音楽の力で心にゆとりや

心の豊かさを取り戻せました
（教員）

子どもたち、ほか皆さんの

感想

音楽は人の心を
変えると思いました

（小 6）
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事業案内

公益財団法人
大分県芸術文化スポーツ振興財団

音楽家を指定できますか？
　　　基本的には指定できません。
　　　感染症対策のための条件（県内在住・マスクを着用したままの演奏可能等）のご相談は可能です。
　　　ご希望に沿った音楽家をご紹介させていただきます。

お祭りなどのイベントに来ていただくことはできますか？
　　　このプログラムは、日常生活に音楽を届けることを趣旨のひとつとしています。
　　　イベントや催事への参加はお断りしていますので、悪しからずご了承ください。

対象人数はどれくらいですか？
　　　基本的に、学校でいうと 1クラス単位（40 人前後）が対象です。
　　　人数が多い場合は複数回に分けて実施することも可能なのでお問い合わせください。

音楽に詳しくないのですが、一からご相談できますか？
　　　心配ありません！ 音楽面に関しては、iichiko 総合文化センターのスタッフが全面的にサポートいたします。

① iichiko 総合文化センターのホームページから
 　申込用紙をダウンロードしてください
② 必要項目をご記入ください
③ ホームページの申請フォームか郵送、
　 または FAXで右記の宛先にお送りください
※会場資料については
　FAX以外の方法でお送りください

内容に不明点、質問などがある場合は
右記までお問い合わせください

〠 870-0029 大分市高砂町 2-33 iichiko 総合文化センター内
（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
おでかけクラシックコンサート 係

TEL 097-533-4004　FAX097-533-4009

出演者にかかる費用（出演料・交通費）は
iichiko 総合文化センターが負担します。

会場使用料は派遣先側で負担をお願いします。
会場は調律、準備、リハーサルのため、
開演の 3～4時間前から手配をお願いします。

会場所有のピアノを使用させていただきます。
※可能なかぎり調律をお願いします。
※ピアノを使わないアーティストもいますのでピアノがなくても大丈夫です。

飲物（ミネラルウォーター、お茶、コーヒー）
簡単なお菓子（チョコレート、あめ）などをできればご準備ください。
また可能であれば昼食にお弁当か、学校であれば給食をご用意ください。

当日は iichiko 総合文化センターのスタッフが同行します。
また、事前に準備をお願いする可能性がありますが、
その場合はお打ち合わせなどを経てあらかじめご連絡させていただきます。

出演者

会場及び控室

ピアノ

出演者へのケータリング

会場設営・準備

iichiko
総合文化
センター

派遣先

主な役割と費用分担

項目 備考

Q＆A よくあるご質問

応募方法

応募用紙ダウンロード

応募先・お問い合わせ

（土・日曜、祝日、休館日をのぞく 10：00～17：00）

おでかけクラシックコンサート

https://emo.or. jp/odekake/
検索

総合文化センター アウトリーチ事業

申込概要


