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全席指定
一般前売
会員前売

Ｓ席ペア
7,200円
6,400円

Ｓ席
4,000円
3,600円

Ｓ席学生
2,000円
1,800円

Ａ席ペア
5,400円
4,800円

Ａ席
3,000円
2,700円

Ａ席学生
1,000円

900円

【Ｌコード】22128【料金表】

●開場14：30
●開演15：00

大ホール
好評発売中

2019
１/20㈰ オペラ・アリア　ニューイヤースペシャルスター歌手たちによる、珠玉のオペラ・アリア決定版！

◆出演者
　天羽明惠（ソプラノ）　　　林美智子（メゾ・ソプラノ）
　錦織　健（テノール）　　　大山大輔（バリトン）
　河原忠之（ピアノ）

バリトン　大山大輔

◆プログラム
　ヴェルディ：「椿姫」より“乾杯の歌”
　プッチーニ：「トゥーランドット」より“誰も寝てはならぬ”
　ビゼー：「カルメン」より“ハバネラ”
　ロッシーニ：「セヴィリアの理髪師」より“私は街の何でも屋”　ほか

恋愛あり、悲喜劇あり。選りすぐりのオペラ・アリアを今をときめく歌手たちが歌い上げます。リリックな美声で日本を代表するソプラノの
天羽明惠、NHK 紅白歌合戦にも出演、お茶の間にもお馴染みの国民的テノールの錦織健、オペラシーンをリード、多方面で活躍するメゾ・
ソプラノの林美智子、バリトンの大山大輔。歌手たちから絶大な信頼を得るピアノの河原忠之。これ以上望みえないキャストで贈る珠玉のオ
ペラ・アリア名曲集をどうぞご堪能ください。

1982年生まれ。鹿児島県出身。東京藝術大学を首席で
卒業。同大学院修士課程オペラ科修了。学部卒業時に松
田トシ賞、アカンサス音楽賞、同声会新人賞を受賞。こ
れまでに平野忠彦、寺谷千枝子、西澤明の各氏に師事。
オペラでは、藝大定期公演にて『セビリアの理髪師』フィ
ガロを演じデビュー。その後『フィガロの結婚』フィガロ、
『魔笛』パパゲーノ、『ラ・ボエーム』マルチェッロ、『蝶々
夫人』シャープレス、『カルメン』エスカミーリョと、
主要なバリトンのレパートリーを広げ、何れも好評を博
している。特に、2008年６、７月の兵庫県立芸術文化
センター主催・佐渡裕プロデュース『メリー・ウィドウ』
ダニロでは日本を代表する歌手たちと共演し注目を集
め、また”題名のない音楽会”でも同じくダニロで出演
した。日本声楽アカデミー会員。

ⒸYoshinobu Fukaya

Ⓒノザワヒロミチ（CAPSULEOFFICE）

【料金表】
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

【Ｌコード】22138

2018
12/23㈰

サックス×パイプオルガン　クリスマスコンサート
～聖夜に贈る、クリスマス・プレゼント♪～

●開場13：30
●開演14：00

大ホール

好評発売中

◆出演者
　平野公崇（サックス）
　梅干野安未（オルガン）

◆プログラム
　フランク：前奏曲、フーガと変奏曲
　J.S. バッハ：主よ人の望みの喜びよ　ほか

サックス界の異端児、平野公崇が福島市音楽堂に初登場 !! そし
て共演には、福島市音楽堂では御馴染のオルガニスト梅干野安
未。二人に共通するキーワードは「フランス」「エスプリ」。聴
き馴染のクリスマス・ソングから、今回特別に贈り届けられる
曲などなど…。教会のような響きをもつ福島市音楽堂から届け
られる音楽のプレゼントを是非、ご家族みなさんでお聴きくだ
さい。これまでとは一味違ったコンサートとの出会いに、子供
もパパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃんもきっと笑顔にな
れるはずです。

【出演者からのメッセージ】
皆様こんにちは！サクソフォン奏者の平野公崇です。専門はサクソフォンですが、青
春時代はバッハ、古楽大好き人間でした。そんな私の夢「オルガンとの共演」が、こ
の福島市音楽堂でついに実現することを本当に嬉しく思っています。ご一緒させて頂
くオルガニスト梅干野さんと同じく、私もサクソフォンと即興をパリ音楽院で学びま
した。お会いすると、昔話から音楽のアイディアと話が尽きません。今回はバッハや
フランクの作品に加え私の自作曲もご披露します。ホールの抜群の音響で彩られるコ
ンサート、どうぞお楽しみに！ 平野公崇

※コンサート当日、楽器専門店ブリリア
ントのご協力により、「楽器メンテナン
ス・修理」の相談受付いたします。

※未就学児入場不可

ピアノ　河原忠之

日本を代表する歌手やソリストが共演者に挙って指名す
る人気ピアニストで、その幅広い音色、繊細な音楽表現
には定評がある。国内外の第一線で活躍中の「太メン」
男声オペラ歌手４人とのユニット、IL DEVUのピアノ・
メンバー。国立音楽大学卒業。同大学院修了。イタリア
でアルド・プロッティ氏のもとオペラ伴奏ピアニストを
務め数々の演奏会に出演。指揮者・プロデューサーとし
ても、サイトウキネンフェスティバル等でのコレペティ
トゥール経験を生かした緻密な指揮で、心に残る上演を
牽引してきた。国立音楽大学及び大学院准教授、新国立
劇場オペラ研修所音楽主任講師。
IL DEVU公式ブログ　http://ameblo.jp/devudivo/ ⒸK.Miura

【料金表】 【Ｌコード】22180

シングル

2,500円
高校生以下

1,500円
全席指定
一般前売

●開場13：30
●開演14：00

大ホール

2019
３/30㈯

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

◆出演者　春風亭小朝／島田歌穂／小原孝
◆プログラム
　愛情物語より「To Love Again」／風と共に去りぬより「タラのテーマ」
　レ・ミゼラブルより「On My Own」／サウンド・オブ・ミュージックメドレー
　風のささやき、思い出の夏、シェルブールの雨傘「ミシェル・ルグランメドレー」　他（予定）
　♪小原孝の弾き語りコーナーや春風亭小朝の
　　トークコーナーもあります !!

一回で何度も美味しいコンサート！春風亭小朝の楽しいおしゃべ
り。島田歌穂の美しい歌声。小原孝の繊細かつダイナミックな演
奏とオーケストラの響き。音楽の楽しさを存分に、笑顔になれる
コンサートです。宝くじの助成により、特別料金になっております。
おかげでリーズナブルに楽しめる、大変お得なコンサートです。
お友達、ご家族など皆さんで是非、聴きにいらして下さい！

※4歳以上のお子様から
　入場出来ます。
※宝くじの助成により、
　特別料金になっております。

好評発売中

※未就学児入場不可

JR福島駅東口駅前広場の看板が、オペラ・アリア　ニューイヤースペシャルに変わりました。What’s New

福島市音楽堂　tel 024－531－6221　http://www.f-shinkoukousha.or.jp/ongakudou/
●チケットのお求めは各プレイガイド（福島市音楽堂・CNプレイガイド・ローソンチケット他）にて販売予定。詳しくは下記までお問合せ下さい。



音楽堂催物案内
大・小ホール

2018／12月 〒 960−8117　福島市入江町 1−1
TEL（024）531−6221（代）
FAX（024）531−6257

2018年10月１日現在

♪パイプオルガンの日♪ 2018年12月のパイプオルガンの日は12月３日（月）・19日（水）です。

＊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。

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 土

第37回福島大学ギタークラブ定期演奏会 大 開場17：00
開演17：30 入場無料 遠藤

080−9337−0797

18th Winter Concert
♪ピアノ発表会♪

小

開場13：15
開演13：45 入場無料 武田

090−9638−5589

福島総合学院ピアノ発表会 開場18：10
開演18：15 入場無料 福島総合学院

0120−67−5865

２ 日

第４回 Viva La Musica！
おいしいおんぷコンサート 大 開場13：30

開演14：00 有
500円／全席自由
小学生以下無料

（当日券同額　13：00～）

相楽
024−521−1799

ピアノ・歌などの発表会 小 開場９：45
開演10：00 入場無料 鈴木

024−542−0595

６ 木 イヤシマスナイト
♪朗読とトークで楽しむ100分♪ 小 開場18：00

開演18：30
一般2,000円
学生1,000円

荒川守アナウンス学院
090−8253−1234

７ 金 土屋声楽教室発表会 小 開場13：30
開演14：00 入場無料 斎藤

024−536−2737

８ 土
松本秀勝サックスリサイタル 大 開場18：00

開演18：30 入場無料 松本
090−3476−9072

FTVカルチャーセンター
ベリーダンス発表会 小 開場13：30

開演14：00 1,500円 三弥
090−8058−3248

９ 日 クリスマス発表会
♪ピアノ発表会♪ 小 開場９：30

開演９：45 入場無料 伊藤
024−545−0123

12 水 山形交響楽団トロンボーンカルテット 小 開場18：30
開演19：00

一般2,500円
学生1,000円

（当日券500円増　18：00～）

太田
090−6044−9087

13 木 華麗なる劇音楽～クリスマスver ～ 大 開場18：00
開演18：30 有

Ｓ席6,500円
Ａ席5,500円

（当日券同額　17：00～）

福島民報社事業局
024−531−4171

15 土 福島県立医科大学管弦楽団
第40回定期演奏会 大 開場15：00

開演16：00
500円／全席自由

（当日券同額　15：00～）
金井
080−2569−7477

16 日 花凜歌 第２回演奏会 大 開場18：10
開演18：50

一般1,000円
高校生以下700円

全席自由
（当日券同額　18：00～）

上村
090−4315−4055

21 金 ウィンター・コンサート
♪ピアノ・弦楽器の演奏♪ 小 開場18：15

開演18：30 入場無料 ラルカータ室内合奏団
090−9036−2695

22 土 第52回カワイ音楽コンクール予選会 小
開場９：45
開演10：00
（予定）

入場無料 カワイ音楽教室福島事務所
024−521−0937

23 日 サックス×パイプオルガン・クリスマスコンサート
～聖夜に贈る、クリスマス・プレゼント♪～ 大 開場13：30

開演14：00 有 表参照 福島市音楽堂
024－531－6221

24
月
／
祝

かわいいピアニストたちのクリスマスコンサート 大 開場10：15
開演10：30 入場無料 小野

024−584−3283

ピアノ発表会 小 開場９：15
開演９：45 関係者のみ 安倍

024−525−3190

25 火 サンタさんのおんがくかいvol.６
♪クリスマス曲の演奏、お話の朗読♪　 小 開場13：30

開演14：00 入場無料 阿部
024−529−6759

26 水 西高winterコンサート
♪合唱、吹奏楽、ギター♪ 大 開場14：40

開演15：00 入場無料
福島西高校
西村
024−546−3391

28 金 福島大学混声合唱団
第47回定期演奏会 大 開場13：30

開演14：00
500円／全席自由

（当日券同額　13：00～）

実行委員長
鹿又
080−5563−7318


