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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

7,200円
6,400円

500円

4,000円
3,600円

2,000円
1,800円

5,400円
4,800円

3,000円
2,700円

1,000円
900円

14,400円
12,900円

8,000円
7,200円

3,000円
2,700円

12,600円
11,300円

7,000円
6,300円

2,000円
1,800円

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～

2017
10/14㈯

●開場　13：30　●開演　14：00大ホール

３公演共通チケット３公演共通チケット

一般前売プラチナ…13,900円
会員前売プラチナ…12,300円
一般前売プラチナ…13,900円
会員前売プラチナ…12,300円

S席（指定席）チケット購入と比べると、通常価格の10％OFF！
さらに、友の会に入会すると20％お得になります。

S席（指定席）チケット購入と比べると、通常価格の10％OFF！
さらに、友の会に入会すると20％お得になります。

Ⓒビクターエンタテインメント ⒸSatoshi Oono ⒸMatsunao Kokubo

Ⓒ得能通弘

Ｓ席プラチナチケット

ⒸSophie.Wright　 ⒸAriga.Terasawa　ⒸAriga.Terasawa　

【対象公演】

2017年10月14日（土）　ラ・プティット・バンド　コンサート
2017年11月26日（日）　ギタリストたちの饗宴
2018年１月13日（土）　ヤツェク・カスプシック指揮　ピアノ：牛田智大
　　ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団ニューイヤー・コンサート

　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。
◆出　演　者
　ラ・プティット・バンド
◆プログラム（予定）
　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）
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全席指定
一般前売
会員前売

全席指定 ひとり

Ｓペア席 Ｓ席 Ｓ席学生 Ａペア席 Ａ席 Ａ席学生

ギタリストたちの饗宴
日本を代表するトップ・ギタリスト５人が一堂に会す夢の饗宴！

●開場　13：30　●開演　14：00大ホール

　日本を代表するトップ・ギタリストによる夢のコラボレーション！日本クラシックギター
界を牽引する荘村清志、福田進一の両雄２人と、ジャズ、ボサノヴァ、映画音楽など幅広
いジャンルで活躍する鈴木大介、次世代のクラシックギター界をリードする大萩康司、若
手実力派筆頭の村治奏一。ソロ、デュオ、トリオ、５人が勢ぞろいしたアンサンブルと多
彩なプログラムで、限りないギターの魅力をお届けします。トークも交え、それぞれの個
性と音楽を一度に楽しむことが出来るまたとないステージをどうぞお楽しみください！
◆出　演　者
　荘村清志／福田進一／鈴木大介／大萩康司／村治奏一
◆プログラム
　ビゼー「カルメン組曲」
　ヴィヴァルディ「合奏協奏曲集《調和の霊感》op３－８」
　ボッケリーニ「序奏とファンダンゴ」
　タルレガ「アルハンブラの想い出」　他予定

【Ｐコード】326-581　【Ｌコード】22664

全席指定
一般前売
会員前売

Ｓペア席 Ｓ席 Ｓ席学生 Ａペア席 Ａ席 Ａ席学生

●開場　14：30　●開演　15：00大ホール

　創立100年を超える伝統ある名門オーケストラであり、ショパン国際ピアノ・コンクー
ル公式オーケストラとしても名高いワルシャワ・フィル。稀有な才能と音楽性で活躍目
覚しい牛田智大という華やかなソリストが、気品溢れる
ワルシャワ・フィルとともに新年の幕開けを鮮やかに彩
ります。

◆出　演　者
　ヤツェク・カスプシック（指揮）
　ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
　牛田智大（ピアノ）
◆プログラム（予定）
　パデレフスキ：序曲　変ホ長調
　ショパン：ピアノ協奏曲第１番
　ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」

2017
11/26㈰

2018
1/13㈯

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団ニューイヤー・コンサート
ショパン国際ピアノ・コンクールでもおなじみ、ポーランドの名門が贈るニューイヤーの決定版

ヤツェク・カスプシック指揮　　ピアノ：牛田智大

好評
発売中
!!

好評
発売中
!!

こむこむ館わいわいホール

マリンバ／打楽器：松本律子
朗読：中村雅子（元福島テレビアナウンサー）
演出：豊岡久美香

主催：福島市音楽堂／こむこむ館

2017
10/6㈮

０歳からのパイプオルガン・コンサート
～うきうきリズム！わくわくメロディー♪～

①開場　10：15　開演　11：00
②開場　13：15　開演　14：00

（公演時間　約40分）

①開場　10：10　開演　10：30
②開場　12：40　開演　13：00

（公演時間　約60分）

大ホール

　聴いて・見て・感じて楽しい“０歳から入場できる”パイプオルガンのコンサート。ホール中に響
きわたる迫力あるパイプオルガンの音色とソプラノ歌手の美しい歌声、パーカッションの楽しいリズ
ムによる素敵なステージをお届けします。授乳室やオムツ替えコーナーもあり、０歳からでも安心で
す。０歳の赤ちゃんから大人のお客様まで、みなさんご一緒にお楽しみください。

◆出　演　者
　浅尾直子（パイプオルガン）
　山田英津子（ソプラノ）
　ぱぱーパ山だ（打楽器）
　みなトラ（横浜みなとみらいホールキャラクター）
◆プログラム
　きらきら星変奏曲／森のくまさん／アイアイ／
　世界中のこどもたちが／バスごっこ／
　星に願いを／幸せなら手をたたこう　　他予定

2017
11/5㈰

好評
発売中
!!

好評
発売中
!!

好評
発売中
!!

入場
無料

０歳からのパイプオルガン・コンサート
プレイベント開催!!

Ⓒ藤本史昭

マリンバコンサート
「うたうたげ」～音楽の庭～［３枚のおふだ］０歳・だっこでも１席分確保の為

料金が発生します
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福島市音楽堂　tel 024－531－6221　http://www.f-shinkoukousha.or.jp/ongakudou/



音楽堂催物案内
大・小ホール

2017／10月 〒960−8117　福島市入江町1−1
TEL（024）531−6221（代）
FAX（024）531−6257

2017年８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10月４日（水）　【福島テルサ　FTホール】　第10回“音のまなざし”～響きを紡いで～「室内楽の夕べ」
　開場18：30　開演19：00　全席自由　一般3,000円　学生1,000円� お問合わせ（ムジーク・フォン・クララ　TEL�090−6223−8215）
●2017年10月６日（金）　【福島市音楽堂　大ホール】　レジェンド コンサート～故郷の合唱～
　開場18：00　開演18：30　SS席6,500円　Ｓ席5,000円　Ａ席4,000円� お問合わせ（オリエンタルSK株式会社　TEL�090−2989−0808）
●2017年10月７日（土）　【福島市音楽堂　大ホール】　キラーイ・チャバ コンサート
　開場13：30　開演14：00　全席自由　一般2,500円　大学生1,000円� お問合わせ（手代木　TEL�090−6689−2864）
●2017年10月15日（日）　【とうほう・みんなの文化センター　小ホール】　パーヴェル・ネルセシアン　ピアノリサイタル
　開場14：30　開演15：00　大人3,000円　高校生以下1,000円� お問合わせ（NPO法人ふくしま国際音楽祭　TEL�080−5573−3270）
●2017年10月29日（日）　【福島市公会堂】　ラルカータ室内合奏団　第30回演奏会　オータム・コンサート
　開場13：30　開演14：00　全席自由　2,000円� お問合わせ（ラルカータ室内合奏団事務局　TEL�090−9036−2695）

　福島市音楽堂で取り扱い中のチケット

♪パイプオルガンの日♪ 2017年10月のパイプオルガンの日は10月２日（月）・31日（火）です｡

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 日 矢吹ピアノ教室発表会 小 開場13：30
開演14：00 入場無料 矢吹ピアノ教室

024−582−5738

３ 火 ミシュク　ピアノ・リサイタル 大 開場18：00
開演18：30

3,800円
（当日券同額17：30～）

インプレサリオ東京
チケットセンター
050−6864−1198

６ 金 レジェンド　コンサート　～故郷の合唱～ 大 開場18：00
開演18：30 有

SS席6,500円　
Ｓ席5,000円
Ａ席4,000円

（当日券14：00～）

オリエンタルSK株式会社
024−529−5514

７ 土 キラーイ・チャバ　コンサート
♪ピアノ・パイプオルガン・即興演奏♪ 大 開場13：30

開演14：00 有
一般2,500円
大学生1,000円

（当日券500円増13：30～）

手代木
090−6689−2864

８ 日

モアレ・サクソフォン・アンサンブル
第20回定期演奏会 大 開場13：30

開演14：00 500円 須藤
090−9538−4048

福島フルートゾリステン演奏会 小 開場13：00
開演13：30

一般2,500円
高校生以下1,500円

（当日券500円増13：00～）

渡辺
090−1377−4782

11

～

12

水

～

木

福島県小中学校音楽祭（第２部合奏）
♪県内小中学校合奏部の発表♪ 大 開演９：00 入場無料 福島市立蓬萊小学校

024−549−8748

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～

大 開場13：30
開演14：00 有 表参照 福島市音楽堂

024－531－6221

15 日 №33　ぴあのこんさあと 大 開場13：00
開演14：00 入場無料 柳沢

024−545−4486

18 水 西信中学校音楽祭 大 開場12：30
開演13：15 関係者のみ 福島市立西信中学校

024−593−1049

19 木 福島第三中学校校内合唱コンクール 大 開場12：30
開演13：00 関係者のみ 福島市立福島第三中学校

024−534−3171

20 金 福島県立橘高等学校音楽部（合唱・管弦楽）
創立120周年記念演奏会 大 開場17：30

開演18：00

一般500円
高校生300円

（当日券同額17：00～）

福島県立橘高等学校
024−535−3395

24 火 福島第三小学校　愛・誠・勇音楽祭 大 開場９：10
開演９：30 関係者のみ 福島第三小学校

024−534−3101

25 水 かしのは祭　校内合唱コンクール 大 開場９：00
開演９：20 関係者のみ 福島第四中学校　佐藤

024−535−4240

26 木 渡利中学校　みくわば祭　校内合唱コンクール 大 開場９：30
開演10：00 関係者のみ 渡利中学校

024−523−5500

27 金 福島市立「福島第二中学校合唱コンクール」 大 開場13：00
開演13：30 入場無料 福島第二中学校　須田

024−534−2166

29 日 第27回福島市古関裕而記念音楽祭2017 大 開場12：30
開演13：00

入場整理券必要
（当選者のみ）

古関裕而記念音楽祭
実行委員会（文化課）
024−525−3785

USER008
打ち消し


