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イへント情報イへント情報

福島市音楽堂　tel 024－531－6221　http://www.f-shinkoukousha.or.jp/ongakudou/

※演奏者の都合により曲目は変更される場合もございます。予めご了承ください。チケット価格はすべて税込金額になります。当日券はお問い合わせください。

2017
９/３（日）
世界の民族音楽祭・福島
「アロハ・スピリットが宿る、魅惑のリラックスサウンド」
フォーラムテーマ：大地の鼓動から生まれたハワイアン

好評
発売中
!!

2017
10/14（土）
ラ・プティット・バンド　コンサート
～古楽界を牽引する　ラ・プティット・バンドによる至高のバッハ～

好評
発売中
!!●開場　13：30　　●開演　14：00大ホール

【Ｐコード】326-516　【Ｌコード】22662
全席指定
一般前売
会員前売

Ｓペア席
6,300円
5,500円

Ｓ席
3,500円
3,100円

Ｓ席学生
2,000円
1,800円

Ａペア席
3,600円
3,200円

Ａ席
2,000円
1,800円

Ａ席学生
1,000円

900円

プラチナチケット対象

◆出　演　者　ラ・プティット・バンド
◆プログラム　管弦楽組曲第３番　ニ長調　BWV.1068（弦楽合奏版）
　　　　　　　トリオ・ソナタ（「音楽の捧げ物」BWV.1079より）
　　　　　　　チェンバロ協奏曲第５番　ヘ短調　BWV.1056
　　　　　　　カンタータ満足について「われ心満ちたり」BWV.204（全８曲）

　数ある古楽器オーケストラの最高峰と
いわれるシギスヴァルト・クイケン率い
るラ・プティット・バンドが、Ｊ．Ｓ．バッ
ハの名曲を演奏。バッハの真髄に迫りま
す。各パート１人という小編成での演奏
により作曲家の意図をより鮮明にし、ヴァ
イオリンからリードする演奏スタイルで
アンサンブルがより透明に、より自然に
バッハを感じられるコンサートです。

●フォーラム　開演 13：30　　●コンサート　15：00大ホール

【Ｌコード】22661
シングル
2,000円
1,800円

学生
1,000円

900円

全席自由
一般前売
会員前売
※ワークショップもあります。内容は都合により変更になる場合があります。

♪フォーラム♪　13：30～
　●パ ネ ラ ー　•山内アラニ雄喜
　　　　　　　　•サンディー
　●モデレーター　•三浦尚之

♪コンサート♪　15：00～
　•山内アラニ雄喜（スラック・キー・ギター）
　•サンディー（ヴォーカル）
　•イアン・シロマ（ウクレレ）
　•’Alani Ohana Band

　ハワイ三種の神器であるスラック・キー・ギター、スティール・ギター、ウクレレの名プレイヤー山内アラ
ニ雄喜、クム・フラであり、シンガーとして国内外で活躍してきたサンディー、オアフ島出身の若手実力派ハ
ワイアンミュージシャンのイアン・シロマ、そして山内がリーダーの息の合ったアラニ・オハナ・バンドに可
憐なフラダンサーが加わり、とびきり心地よい楽園ハワイの貿易風をお届けします。ビーチサイドでオレンジ
色に輝く夕陽を眺めながら心をほぐしているような、甘くキラキラなステージをお楽しみください。

［’Alani Ohana Band］
2007年結成の山内アラニ雄喜率いるハワイアンバンド。オーセンティックなスタンダードハワイアンから、昭和歌謡、クリスマスソングまで幅広くカバーする。今年は10周年となる。

福島市音楽堂が誇るピアノの名器「スタインウェイ」を

気軽に触れ親しんでいただくイベントです。「スタインウェイの日」

◆申込方法　•福島市音楽堂窓口もしくはお電話にてご希望の時間帯をご予約ください。（先着順）
　　　　　　•利用時間は１人１時間まで。
　　　　　　•音楽堂窓口にて申込書をご記入のうえ料金を添えてお申し込みください。
◆参加条件　•ピアノの経験者であればどなたでもご参加いただけます。
　　　　　　•ピアノの演奏は小学生または中学生に限ります。
　　　　　　•利用者は必ず保護者同伴でお越し下さい。
　　　　　　•発表会などのご利用はご遠慮ください。
　　　　　　•利用の際は音楽堂スタッフの指示に従ってください。
◆そ の 他　•ピアノは中央固定になります。移動はできませんのでご了承ください。
　　　　　　•ホール内での飲食は禁止です。

♪演奏者募集♪ 小中学生限定
（先着12名）

平成29年８月９日（水）　９：00～21：00
１人１時間　1,600円（要予約）  福島市音楽堂大ホール

山内アラニ雄喜
スラック・キー・ギター
演奏の日本の第一人者。
また、スティール・ギター、
ハワイアン・ウクレレの
プレイヤーでもある。
「Kiho 'a lu  Legacy  
Award」を日本人で初め
て受賞。アラニとは、師
レイ・カーネよりいただ
いたハワイアン・ネーム
で、“オレンジ”の意。

サンディー
ワールドワイドに、様々な
音楽をクリエイトしている
女性ヴォーカリスト。10 代
を主にハワイで過ごし、本
格的にフラを学ぶ。フラの
正統的継承者として、クム・
フラ（フラマスター）への
道を志し、深い修行の成果
が認められ、ウニキ・クム・
フラ（フラの正統的継承者）
の称号を授かる。

イアン・シロマ
1974 年ハワイ・ホ
ノルルにて生まれ
る。1979年にロイ・
サクマ・ウクレレス
タジオにてウクレレ
を始める。1997 年
に自身初のバンド
“Backyard Paina”
を結成。東海地方を
中心に活躍してい
る。



♪パイプオルガンの日♪ 2017年８月のパイプオルガンの日は８月７日（月）・25日（金）です。

音楽堂催物案内
大・小ホール

2017／８月 〒960−8117　福島市入江町1−1
TEL（024）531−6221（代）
FAX（024）531−6257

2017年６月１日現在

＊詳しい内容はお問合せ先にお尋ねください。太字は福島市音楽堂の主催事業です。

●2017年８月11日（金）　【福島市音楽堂　小ホール】　故郷へ贈る音楽会 vol. ４
　開場13：30　開演14：00　全席自由　2,000円� お問合わせ（故郷へ贈る音楽会実行委員会　熊坂　TEL�090−8253−6382）
●2017年８月20日（日）　【福島市音楽堂　大ホール】　反田恭平ピアノ・リサイタル
　開場13：30　開演14：00　全席指定　3,000円� お問合わせ（福島放送　事業・営業推進部　TEL�024−933−5856）
●2017年８月24日（木）　【福島市音楽堂　小ホール】　Gordon Quartet　第１回演奏会
　開場18：00　開演18：30　全席自由　大人1,500円　学生1,000円� お問合わせ（ｆ事務所　伊藤　TEL�024−524−3531）
●2017年９月30日（土）　【福島テルサ　FTホール】　藤原真理チェロ・リサイタル
　開場13：30　開演14：00　全席指定　3,200円� お問合わせ（福島放送　事業・営業推進部　TEL�024−933−5856）

　福島市音楽堂で取り扱い中のチケット

日 曜 催　　　　　物
ホール
別

開演時間 取扱券 入場方法 お問い合わせ先

１ 火 福島県立橘高等学校合唱団第15回定期演奏会 大
開場17：30
開演18：00

300円／全席自由
（当日券同額17：00～）

橘高校　瓶子
024−535−3395

４ 金

福島高等学校管弦楽団第42回定期演奏会 大
開場17：00
開演17：30

300円／全席自由
（当日券15：00～）

福島高等学校　馬場
024−535−2391

KoC弦楽四重奏団演奏会
桐朋大学の学生が贈る心躍る名曲たち

小
開場18：00
開演18：30

一般1,000円
高校生以下500円

（当日券同額18：00～）

NPO法人福島青年管弦楽団
齋藤
090−2791−0779

５ 土
夏休み!! 親子で体験教室

「見て・聴いて・さわって作ろう♪パイプオルガン」

大／
第１
練習室

受付12：30
開講13：00

事前申し込み必要
（７／15（土）まで）

福島市音楽堂
024－531－6221

６ 日

８ 火 福島第一中学校管弦楽部サマーコンサート 大
開場14：30
開演15：00

入場無料
福島第一中学校　鬼塚
024−546−3504

11
金
／
祝

故郷へ贈る音楽会 vol. ４ 小
開場13：30
開演14：00

有
2,000円／全席自由

（当日券同額13：30～）

故郷へ贈る音楽会実行委員会
熊坂
090−8253−6382

12 土 ユーゲント・フィルハーモニカー福島公演 大
開場13：30
開演14：00

300円／全席自由
（当日券同額13：00～）

湯田
080−6054−4728

13 日 福島東高等学校合唱団第15回定期演奏会 大
開場14：30
開演15：00

300円
福島東高等学校
024−531−1551

14 月 福島青年管弦楽団サマーコンサート 大
開場13：30
開演14：00

一般1,500円
高校生以下500円

（当日券500円増し13：00～）

NPO法人福島青年管弦楽団
齋藤
090−2791−0779

19 土

福島市立蓬萊中学校管弦楽部
福島市立信夫中学校合唱部・吹奏楽部
合同演奏会

大
開場13：00
開演13：30

入場無料
福島市立信夫中学校
024−546−7693

河野美紀子門下生発表会
♪ヴァイオリン・ピアノの発表会♪

小
開場14：15
開演14：30

入場無料
ｆ事務所　伊藤
024−524−3531

20 日 反田恭平ピアノ・リサイタル 大
開場13：30
開演14：00

有 3,000円／全席指定
福島放送　事業・営業推進部
024−933−5856

24 木 Gordon�Quartet　第１回演奏会 小
開場18：00
開演18：30

有
大人1,500円
学生1,000円

（当日券500円増し）

ｆ事務所　伊藤
024−524−3531

26 土

福島県立医科大学混声合唱団第48回定期演奏会 大
開場14：30
開演15：00

入場整理券
齋藤
090−6308−6708

福島・復興支援ピアノリサイタル
ドイツで活躍しているピアニスト北垣はぎのピアノ
独奏

小
開場13：30
開演14：00

入場無料
音楽で福島復興を支援する会
事務局
090−7243−8476

27 日
毛利ミュージックスクール発表会 小

開場９：45
開演10：00

入場無料
田中
024−583−4367

田中音楽教室おんがく発表会 小
開場13：45
開演14：00

入場無料
田中
024−583−4367

29 火
Ｎコン　福島県コンクール
高等学校の部

大
開場13：00
開演13：30

入場無料
NHK福島放送局
024−526−4660


