令和になってもやっちゃうよ！ゆめプラメイト様だけのスペシャル企画！

Yumepura

Special Set

1.18 sat.
ON SALE

年会費1,000円でお得がいっぱい！・・・ゆめプラメイト入会のご案内

※入会時および有効期限を３カ月経過後の更新には別途 200 円が必要です。詳しくはゆめたろうプラザまで

・チケットが安く買える！公演によって、お得なチケット価格が設定されています。
・おうちに情報が届く！会館情報誌「ゆめプラだより」と最新ちらしの送付があります。（年４回）
・チケットが早く買える！公演によって、一般発売より早いチケット発売日が設定されています。・いろいろお得！公演によって、メイト価格よりさらにお得なセットチケットの設定など特典盛りだくさん！

令和もゆめプラで楽しんじゃおう！ゆめプラメイト様だけのスペシャル企画「ゆめプラ スペシャルセット」発売！

８公演の素敵なコンサートのチケットがセットになった「ゆめプラ スペシャルセット」♡

指定席公演はお好きな席を選ぶことができます。１年通してゆめプラで楽しんじゃおう！
スペシャル価格

1/18（土）発売

13,000 円！（一般で買うと 18,500 円！わぉ！ 5,500 円もお得！）

◇ ゆめプラメイト限定、１会員様１セットのみの購入となります ◇ 販売期間設定なし！（お得期間が続くまで〜♪）◇

生で聴く

男声ア・カペラユニット

のだめカンタービレ の音楽会《ピアノ版》

クアルトナル クリスマス☆コンサート

出演：高橋多佳子

出演：クアルトナル

不朽の名作「のだめカンタービレ」に登場す
る名曲を原作の名シーンとともに堪能できる
「生で聴く のだめカンタービレの音楽会 」。
今回は「のだめカンタービレ」で取り上げら
れた珠玉のピアノ曲ばかりを集めた「のだめ
音楽会」ピアノ版をお届けします！
ピアニストは国内外でも活躍中の高橋多佳子
さん。演奏に合わせて映像や楽曲解説をステー
ジ上のスクリーンに投影し、生の演奏を聴き
ながら楽しめる内容となっています。

名門ユーテルゼン少年合唱団出身者４人で結成さ
れた「クアルトナル」は、いまドイツで注目され
ているア・カペラ男声ユニット。
ドイツ国際合唱コンクールのアンサンブル部門で
優勝後、世界中で演奏活動を繰り広げており、世
界各地の音楽祭にも多く出演しています。
２度目の来日となる今回は、クアルトナル至極の
レパートリーの中から選ばれた名曲の数々と、ク
リスマス・ソングを演奏。男声ア・カペラの熱い
歌声に包まれて祝うクリスマスの一夜。

《演奏予定曲》
ベートーヴェン：ピアノソナタ第 8 番 ハ短調 作品 13《悲愴》より 第 2 楽章
ショパン：幻想即興曲 嬰ハ短調 作品 66
ガーシュウィン：《ラプソディー・イン・ブルー》（一部省略）
ドビュッシー：喜びの島
ストラヴィンスキー：《ペトルーシュカ》より第 1 楽章
ラヴェル：《亡き王女のためのパヴァーヌ》
ほか

9 .20

2020.
（日）14:00 開演（13:30 開場）
輝きホール 全席指定 未就学児入場不可

《演奏予定曲》
Ｈ. マーティン：あなたに楽しいクリスマスを
Ｓ. カーン：レット・イット・スノー
Ｆ. クーツ：サンタが街にやってくる ほか
※演奏予定曲は変更になる場合がございます

12.17

※演奏予定曲は変更になる場合がございます

2020.
（木）19:00 開演（18:30 開場）
響きホール 全席自由 未就学児入場不可

【前売】一般 3,000 円 メイト 2,500 円 U25（25歳以下）1,500 円
【当日】一般・メイト 3,500 円 U25（25歳以下）2,000 円
チケット発売日

from Germany

第１次（ゆめプラメイト限定）発売日
第２次（一般・チケットぴあ）発売日

５月１６日（土）
５月２３日（土）

【前売】一般 3,500 円 メイト 3,000 円 U25（25歳以下）1,500 円
【当日】一般・メイト 4,000 円 U25（25歳以下）2,000 円
チケット発売日

Ｐコード：172-570

９月５日（土）

※ゆめプラメイトチケットは１会員２枚まで（「ゆめプラ スペシャルセット」も含む）

※ゆめプラメイトチケットは１会員２枚まで（「ゆめプラ スペシャルセット」も含む / ヤング会員は 1 枚）

ゆめプラ サロンコンサート 2020
会場：ゆめたろうプラザ 響きホール 全席自由 未就学児入場不可

ット
チケ

１公演

前売 一般 ￥２，
０００／ U25（25 歳以下） ￥１，
0００
2００
当日 一般 ￥２，
３００／ U25（25 歳以下） ￥１，

ットも
サロンセ
バラも ゆめたろうプラザにて

２/１５（土）発売

9,000 円 １会員１セット限定！

ゆめプラメイトさん限定 ! お得な「サロンコンサート６公演セット」
ロン・ティボー・クレスパン国際コンクール第２位受賞！

4/4（土）15:00 開演（14:30
務川 慧悟

アコーディオンの魔術師とタンバリン教の教祖によるビッグ・ショー！
①14:00 開演（13:30 開場）

6/7（日）②18:00 開演（17:30

開場）

かとうかなこ＆田島 隆

−ピアノ−

ＯＥＫカルテット

−弦楽四重奏−

びろうど

天鵞絨の音色

愉快 軽快 音楽のびっくり箱

〜色彩豊かな表現とあふれるエネルギー〜
©Naoya Yamaguchi

開場）

オーケストラ・アンサンブル金沢

−クロマチック・アコーディオン＆タンバリン−

孤高の志

日本屈指の室内オーケストラメンバーによる至福のひととき

7/19（日）15:00 開演（14:30

開場）

〜 思わずカラダが動き出す 〜

〜 加賀百万石で磨き抜かれたカルテット 〜

2020 年度 武豊町小学校
アウトリーチ アーティスト

まるでオーケストラのように色彩豊かな表現と、鋭い切れ味。
票風々と真っ直ぐに音楽に向き合う その姿は、孤高の志を放つ。
知多半島から世界へ羽ばたく務川慧悟。パリから堂々の凱旋公演。

かとうかなこのアコーディオンは、まるで魔法の箱。
タンバリンが好きすぎてタンバリン教の教祖にまで昇華した田島隆。
魔術師と教祖のビックリグ・ショー。面白くないわけがない！

オーケストラ・アンサンブル金沢は、日本最初のプロの室内オーケストラ。
中でも天鵞絨（びろうど）に喩えられる極上の音色の弦楽器。
その粋を集めたカルテットによる「世界の旅」
。

《♪》ショスタコーヴィチ : 24 の前奏曲とフーガより 第 15 番 変ニ長調
ラフマニノフ : コレルリの主題による変奏曲 ニ短調 Op.42
ほか

《♪》かとうかなこ：ひだまり、ユベール・ジロー：パリの空の下
アンドレ・ヴェルシュラン：スタイルミュゼット
ほか

《♪》ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第 12 番ヘ長調「アメリカ」より
モーツァルト：ディヴェルティメント ニ長調 K.136
ほか

知多半島春の国際音楽祭2019で魅せた圧巻の歌唱力再び！

9/6（日）15:00 開演（14:30
ギラ・ジルカ
竹中 俊二（ギター）

史上初！弱冠20歳で難関ミュンヘン国際音楽コンクール１位受賞！

10/17（土）15:00 開演（14:30

開場）

セリーナ・オット

−ジャズ・ヴォーカル−
中島 徹（ピアノ）

礒 絵里子＆田村 緑

−トランペット−

（ピアノ）
林 恩加（リンエンチァ）

昭和の名曲をJAZZ に Re-STYLE
〜 ギラ山ジル子 PROJECT 〜

開場）

−ヴァイオリン＆ピアノ−

しなやかに輝く

天使の贈り物
©Oliver Kendl

多彩な経験に裏打ちされた しなやかで上質な演奏

11/28（土）15:00 開演（14:30

開場）

〜ココロ躍るクラシック〜

〜降りそそぐ煌めきの音〜

ソウルフルで圧巻の歌唱力を誇るギラ・ジルカの歌声は、まるで母の
胎内にいるような温かさと心地好さが魅力である。誰もが知っている
昭和の珠玉の名曲を、見事なアレンジでジャズにリスタイル。

ダイナミックなサウンド、完璧なテクニックと速さ、アクロバティックな
奏法、そして息をのむような繊細さ。セリーナの煌めくトランペット
の魅力と、欧州の熱狂を あなたは目撃する。

多彩な経験に裏打ちされた しなやかで上質な演奏。強い光を秘めて輝く
瞳は、留まることなく進化する二人を象徴している。クラシック・ファン
はもちろん、赤ちゃんや子どもたちも含めた多くの人を魅了し続けている。

《♪》ルビーの指環（作詞 : 松本隆・作曲 : 寺尾聰）
シルエットロマンス（作詞 : 来生えつこ・作曲 : 来生たかお）

《♪》Ｆ. ショパン：バラード第 1 番（ピアノソロ）
Ｒ. グリエール：トランペット協奏曲
ほか

《♪》クライスラー：ロンディーノ、ベートーヴェン：ロンド
ベートーヴェン：6 つのバガテル 作品 126 ほか

ほか

「ゆめプラスペシャルセット」「サロンコンサート６公演セット」注意事項・・・・・・各公演の詳細はそれぞれの公演ちらしをご覧ください
※「ゆめプラスペシャルセット」「サロンコンサート６公演セット」は一会員様どちらか１セットのみの購入制限があります
※「ゆめプラスペシャルセット」「サロンコンサート 6 公演セット」購入時は、会員証の提示をお願いします
※ 各公演、演奏予定曲が予告なく変更になる場合がございます
※ 車椅子席をご利用の方は事前にご予約ください
※ 電話予約は発売日の翌日からゆめたろうプラザ（代金引換郵便の申込みは各公演２週間前まで）
※ 託児あり（１歳半以上 / 定員 10 名 /１人 500 円 / 要予約各公演 10 日前まで）
※ 町内送迎車あり（名鉄知多武豊駅・JR 武豊駅経由 / 片道 100 円 / 要予約各公演 10 日前まで）
小学生

【主 催】ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会
チケット取扱
お問合せ

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）TEL0569-74-1211

以上

ゆめたろうプラザ
マップ

ゆめたろうプラザ
ホームページ

h t t p : / / www.t o wn .t a k e t o y o . l g . j p /kai kan /

〒470-2555 愛知県知多郡武豊町大門田 11 番地 FAX 0569-74-1227 休館日：月曜日（祝日の場合翌平日）及び年末年始 受付時間： 9:00 〜 21:00

