
平成28年度

総合文化センター
公演に関するお問い合わせ TEL.097-533-4004 大分市高砂町2-33 OASISひろば21内

http://www.emo.or.jp　　　emo-info@emo.or.jp

グ

音

ア

iichikoアトリウムプラザを
メイン会場に、アート（音楽
と美術）を通じ、子どもの
様々な可能性を引き出す
ことをテーマにしたキッズ
パーク。ミュージカルステー
ジや楽器体験、手づくりお
もちゃコーナーなど、楽しい
イベントが盛りだくさん。

主催／（公財）アルゲリッチ芸術振興財団0977-27-2299、大分県、別府市
共催／iichiko総合文化センター

特別協賛／三和酒類株式会社

主催／大分二期会 080-2736-5108　共催／iichiko総合文化センター

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

ワンコインリレーコンサート
～ピアノ～

出演 宮谷理香

曲目 ショパン／
バラード第１番ト短調作品23 ほか

曲目
ベートーヴェン／
ヴァイオリン・ソナタ第9番 イ長調「クロイツェル」 ほか

曲目
モーツァルト／協奏交響曲 変ホ長調 K.297b
ブラームス／交響曲第1番 ハ長調 作品68 ほか

開場 13:00 開演 13:30

料金 全席指定 500円

５月４日（水・祝）

チケット販売 び
び 3月12日（土） 一

般 3月19日（土）

開催時間 12:00～17:00

料金 無料（対象：0才から小学生）

５月５日（木・祝）

第18回「別府アルゲリッチ音楽祭」

ベスト・オブ・ベストシリーズ Vol.4
アルゲリッチ&レーピン室内楽コンサート

出演
マルタ・アルゲリッチ（ピアノ）
ワディム・レーピン（ヴァイオリン）
川本嘉子（ヴィオラ）、辻本 玲（チェロ）

開場 17:15 開演 18:00

料金
ＧＳ席 15,000円、Ｓ席 13,000円、Ａ席 10,000円、
Ｂ席 7,000円、Ｃ席 5,000円、
ユース席 2,000円（小学1年生～22歳）

５月14日（土）

チケット販売 び
び 2月28日（日） 一

般 3月5日（土）

グ

主催／大分合同新聞社 097-538-9647　共催／iichiko総合文化センター

19世紀のパリを舞台に描かれる、芸術家とお針子たちの青春の物語。

音 ワンコインリレーコンサート
～バンドネオン～

大分県民芸術文化祭 開幕行事　中村敬一 演出
J.シュトラウスⅡ作曲 オペレッタ『こうもり』

出演 ネストル・マルコーニ、
三浦一馬

開場 13:00 開演 13:30

料金 全席指定 500円

6月9日（木）

チケット販売 び
び 4月23日（土） 一

般 4月30日（土）

ローマ・イタリア歌劇団
プッチーニ作曲 オペラ『ラ・ボエーム』

出演 カルロ・パッレスキ（指揮） ほか

開場 18:00 開演 18:30

料金 ＧＳ席 15,000円、Ｓ席 12,000円、Ａ席 9,000円、
Ｂ席 6,000円、学生席 3,000円

6月22日（水）

チケット販売

グ

Be

ドイツで、歌劇場のピアノ伴奏者から名門オケ、ヴッパタールの音楽監督に上り
詰めた上岡敏之が九響定期初登場の翌日、大分で！ ブラームスが構想20年
かけたという渾身の交響曲第１番など、その神髄を聴かせます。また、九響の名
手もそろい踏みの協奏交響曲もお聴き逃しなく！

歌やダンスが好きな人、
新しいことに挑戦したい
人にぴったりのワーク
ショップ。初心者でも安
心してご参加ください！

ミュージカル体験ワークショップ

料金 大人 3,000円、大学生以下 2,000円

7月27日（水）
　～30日（土）

九州交響楽団 大分公演

出演
上岡敏之（指揮）、佐藤太一（オーボエ）、
タラス・デムチシン（クラリネット）、
岡本秀樹（ホルン）、山下菜美子（ファゴット）

開場 17:00 開演 17:30

料金 S席 5,000円、A席 4,000円、B席 3,000円、C席 2,000円
U25割引（全席種・25歳以下対象）

７月30日（土）

チケット販売 び
び 4月24日（日） 一

般 5月1日（日）

び
び 2月27日（土） 一

般 3月5日（土）

全４幕原語上演 日本語字幕付

グ

グ

共同主催／公益財団法人ニッセイ文化振興財団

次代を担う青少年の情感豊かな心の育成を目的にiichiko総
合文化センターと日生劇場が協力し、自信を持ってお贈りする
鑑賞教室です。学校単位でのお申し込みが必要となります。

出演 森口真司（指揮）、石丸謙二郎 ほか

開場・開演 未定

開演 18:30

料金 GS席 10,000円、S席 6,000円、A席 5,000円、B席 4,000円

10月1日（土） 開演 13:30　　2日（日）

ニッセイ名作シリーズ　粟国淳 演出
ロッシーニ作曲 オペラ『セビリアの理髪師』

出演 園田隆一郎（指揮）、九州交響楽団（管弦楽）

開演 13:309月9日（金）

グ 松竹大歌舞伎 iichiko presents 大分公演

出演 市川猿之助 ほか

昼夜２回公演

料金

ＧＳ席 10,000円
Ｓ席 8,000円
Ａ席 6,000円
Ｂ席 4,000円
Ｃ席 2,000円
Ｕ２５半額割引（25歳以下対象）

10月12日（水）

チケット販売 び
び
インターネットまたは
往復ハガキによる受付

一
般 7月23日（土）

〈対象〉
大分県内の
中学生・
高校生

講師 葛西聖司 料金 一般 500円、学生無料（25歳以下に限る）

9月４日（日） 映像小ホール

もっと楽しむための歌舞伎レクチャー
演目の詳しい解説や歌舞伎界の話など、初めての方でもきっと
歌舞伎が観たくなる、楽しみ方のコツを伝授します。

Lecture Program

ⒸRikimaru Hotta

Ⓒ武藤章

ⒸGuillermoMonteleone
ⒸAkira Muto

特別協賛／三和酒類株式会社

ワンコインリレーコンサート
～ギター～

音

出演 鈴木大介

開場 13:00 開演 13:30

料金 全席指定 500円

10月6日（木）

チケット販売 び
び 8月27日（土）（予定）一般 9月3日（土）（予定）

ⒸMatsunao_Kokubo

ⒸGela Megrelidze

E-mail  bivi@opam.jpびび 友の会▽詳細はHPへ。 http://www.opam.jp/bivi

入会のご案内友の会「 」

チケット割引 鑑賞割引先行予約
iichiko総合文化センター OPAM 共　通

1 2 3 駐車券進呈 限定イベント4 5

メンバーステージ

年 会 費 10,000円 5,000円 2,500円 無　料
※MEJIROは無期限

有料会員の
特典一例

メンバー期間は入会日または更新日から１年を経過した日の属する月の末日までです。

この機会に
新規入会･更新を
お願いします！

Be

特別協賛／三和酒類株式会社

iichiko総合文化センターと
大分県立美術館（OPAM）
を中心に大分県の芸術・文
化を多くの皆さんに楽しんで
もらうメンバーシップです。

って？

アトりうむ遊園地
～ARTS（音楽と美術）がうみだすキッズパーク～

ゆう えん  ち

開催時間 ①11:00～12:30　②14:00～15:30
（同一内容）

（上岡敏之）



平成28年度 企画展
年間スケジュール

4/8
（金）

～

5/8
（日）

5/18
（水）

～

6/5
（日）

6/11
（土）

～

7/18
（月・祝）

7/29
（金）

～

9/11
（日）

12/2
（金）

～

1/22
（日）

OPAM×能勢伊勢雄 

シアター・イン・ミュージアム
未完の表現の系譜とは何か？写真、ライブ、映像、前衛芸術の出会い

コレクションに見る

日展に集う画家たち

生への言祝ぎ
― インスタレーション、十二の柱
　　　  　　＋出会いのパフォーマンス ―

片岡辰市コレクションの精華
－竹田と松園、日本美術の雅び－

遊ぶデザイン＆暮しのアート
リートフェルト＆ブルーナ、ADO：
20世紀オランダのモダン・デザイン（仮）

グ音 エリック・サティ生誕150年記念

サティをめぐる音楽と絵画

開場・開演 未定

開場・開演 未定

音

出演 嘉目真木子

開場 13:00 開演 13:30
料金 全席指定 500円

12月19日（月）

チケット販売 び
び 11月12日（土）（予定）一般 11月19日（土）（予定）

生誕150年を迎えるサティの名曲とサ
ティに影響を受けた作曲家、そしてシャン
ソンの名曲を、ベルリン在住で活躍がめ
ざましい福間洸太朗が奏でます。最近は
アイススケートショーのゲストピアニストと
して羽生結弦にも音楽的影響を与えて
います。またOPAMのコレクション展では
サティと交流のあったユトリロなどの作品
を所有する南海コレクションを展示。パリ
のエスプリを存分に味わってください。

出演 福間洸太朗（ピアノ）

開場 13:30 開演 14:00

料金 3,000円、U25割1,500円

１１月１９日（土）

チケット販売 び
び 8月13日（土） 一

般 8月20日（土）

グ iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
第8回定期演奏会

指揮 梅田俊明

料金 全席自由 一般1,000円、学生（高校生以下）500円、
未就学児無料（3歳以下入場不可）

3月26日（日）

チケット販売 一
斉 1月14日（土）

講師 青島広志 料金 全席指定 1,000円
2月６日（月）

青島広志のおしゃべりオペラティック
コンサート

すっかり定番となった青島先生のおしゃべりオペラ
ティックコンサート！ 今回は、オペラ『魔笛』につい
て、先生の面白くも知的なお話を交え、コンサート形
式でレクチャーしていただきます。

音

開場 13:15 開演 14:00

チケット販売 び
び 1月7日（土）（予定） 一

般 1月14日（土）（予定）

平成28年度 LINE UP 2016 2016.4 ▶ 2017.3

音

出演 ウェールズ弦楽四重奏団

料金 全席指定 3,000円、U25割引 1,500円

チケット販売 び
び 10月15日（土） 一

般 10月22日（土）

2020年に生誕250年を迎えるベー
トーヴェン。中でも弦楽四重奏曲はベー
トーヴェンの初期・中期・後期に渡って
作曲され、彼の人生を垣間見ることが
できるもの。今回は複数年に渡り、全曲
を演奏する長大なプロジェクトです。演
奏はミュンヘン国際音楽コンクールで３
位を受賞し、着 と々キャリアを積んでい
るウェールズ弦楽四重奏団です。

モーツァルトの生涯最後のオペラを、世界的ダンサーであり、パリ・オペラ座をは
じめ欧州の歌劇場やフェスティバルから演出振付を依頼される振付家でもある
勅使川原（てしがわら）三郎を演出に迎えて新制作します。

小学3年生～20歳までのジュニア達で
構成された定期演奏会は今年度8回目
を迎えます。未来を担う彼らの力強い演
奏をどうぞお楽しみに！

ベートーヴェン弦楽四重奏
全曲演奏会～第一夜～

1月18日（水）開場 18:30 開演 19:00

iichiko総合文化センター・神奈川県民ホール 共同制作公演
勅使川原三郎 演出  モーツァルト 作曲
オペラ『魔笛』

出演

川瀬賢太郎（指揮）　
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
（管弦楽）
二期会合唱団（合唱）

料金

スタッフ

料金

ＧＳ席 12,000円、
Ｓ席 10,000円、Ａ席 8,000円、
Ｂ席 6,000円、Ｃ席 4,000円、
Ｕ２５半額割引
（Ａ～Ｃ席のみ・25歳以下対象）

3月11日（土）

チケット販売 び
び 11月12日（土）一般 11月19日（土）

iichiko総合文化センターの大、大、
大人気企画、「ミュージカル体験
ワークショップ」からついに舞台が誕
生！県民から広く参加者を募集し、
ブロードウェイミュージカルの名シー
ンを生演奏にのってお届けするレ
ビュー公演を開催します。 

歴史ある日本の伝統芸能をピックアップし、出演者による演奏・解説・講座付き
の企画です。未就学児から大人の方まで、実際に『見て・聴いて・体験して』日
本文化の素晴らしさを再発見しませんか。

OITA BROADWAY 
MUSICAL THEATER
（大分・ブロードウェイミュージカル・シアター）

邦楽のススメ

普段は客席から舞台を見ている演者の「メイク」を体験してみませんか。
舞台メイクワークショップ

ホールに足を運ぶ機会の少ない
遠方の学校や福祉施設などに登
録アーティストを派遣し、子どもた
ちやその地域の方々に生きた本
物の音楽をお届けします。

アウトリーチプログラム

野口アキラ（総合演出・振付）、若林裕治（音楽監督・指揮）、
岡崎亮子（歌唱指導） ほか

出演 アミティエ（フルート・ギターデュオ）、
佐藤広美（ソプラノ）、ドルチェペーラ（声楽トリオ）、
フェリーチェ楽団（オーボエ・トランペットデュオ）、
森 美紗（ソプラノ）

大分で創作、大分の仲間たちが演じる夢のミュージカル公演を実現させよう！

OITA BROADWAY MUSICAL THEATER
（大分・ブロードウェイミュージカル・シアター）

稽古 ２０１６．9~２０１７．３
ワークショップ ２０１６．８.1~２０１6．8.3

一般 1,000円、大学生以下 500円

3月20日（月・祝）

Lecture Program

大分で制作、大 分の仲間たちが演じる夢のミュージカル公演。

ⒸGakken Pub

ⒸT.Shimmura

ⒸYoshinori Kurosawa

（川瀬健太郎）

Ⓒ三浦興一

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／三和酒類株式会社

特別協賛／
三和酒類株式会社

一緒に音楽をつくる仲間を募集しています。詳細はお気軽にお問合せください。

iichikoグランシアタ
ジュニアオーケストラ育成事業

団費 月額 5,000円
（初心者対象のアカデミークラスは月額 2,000円）

ワンコインリレーコンサート
～ハープ～

ワンコインリレーコンサート
～ソプラノ～

音

音

出演 朝永侑子

開場 13:00 開演 13:30

料金 全席指定 500円

2月15日（水）

特別協賛／三和酒類株式会社

曲目
ベートーヴェン／弦楽四重奏曲
第2番 Op.18-2、第5番 Op.18-5、第12番 Op.127

開演 19:00
検 索iichiko総合文化センター

総合文化センター
公演に関するお問合せ TEL.097-533-4004 大分市高砂町2-33 OASISひろば21内

http://www.emo.or.jp　　　emo-info@emo.or.jp

グ 音 Be アグランシアタグランシアタ 音の泉ホール音の泉ホール Space BeSpace Be アトリウムプラザアトリウムプラザ
※公演時間などが未定のものもございますのでお問合せください。公演内容などは変更になる可能性があります。
※［U25割引］25歳以下の方が対象ですので、ご注意ください。

▶JR大分駅から徒歩15分
▶大分自動車道・大分ICから車で約10分
▶大分空港から特急バス
「エアライナー」で大分駅まで約60分

■駐車場 ● 
iichiko総合文化センター
地下2階（8：00～ 23：00）約300台 

交通のご案内

●大分県立美術館
地下1階（8：00～ 23：00）及び屋外
（24時間）約250台

　
　

ホームページ

国道197号

至大分IC

ガ

ふないサンサン通り

レリア竹町

大分市役所

大分銀行

府内五番街

国道10号

日豊本線

トキハ
庁
県
分
大

府
別
至

セ
ン
ト
ポ
ル
タ
中
央
町

大
バ
道
イ
パ
ス

崎
宮
至JR大分駅

OASISひろば21OASISひろば21


