生の音に包まれる幸せ♥新しい生活スタイルのコンサート
客席は通常の５０％

感染対策をしっかりして皆様のお越しをお待ちしています

ゆめプラメイト限定

Yumepura

Special Set

1.30 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
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。
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。
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）

■年会費■

1,000 円

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

新しい生活スタイルのコンサート☆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！

７公演の素敵なコンサートのチケットがセットになった３種のお得なセットチケット♡

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！
1/30（土）発売 全公演入った

Ｓセットは 12,000 円！（一般で買うと 16,000 円！わぉ！ 4,000 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！（チケットが売り切れるまで〜♪）◇

石田泰尚 執行恒宏 榎戸崇浩 阪田宏彰
Violin

Violin

Violoncello

Viola

YAMATO String Quartet

澄んだ音色と迫力の響きで、「ブエノスアイレスの四季」全曲演奏ほか、ピアソラからロック、映画音楽までを自在に弾きこなす。
ヴァイオリン石田泰尚の類を見ない孤高のプレイスタイルと相まって、すべての聴衆を魅了する、超硬派弦楽カルテット！！

2021 年

4 月 29日

（木祝）15:00 開演（14:30 開場）

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）輝きホール

料金
発売日

＜全席指定＞

【前売】一般

4,000 円 ゆめプラメイト 3,500 円 Ｕ２５ 1,000 円

【当日】一般・ゆめプラメイト

4,500 円

Ｕ２５ 1,500 円

第１次発売日（ゆめプラメイト限定）１月３０日（土）
第２次発売日（一般・チケットぴあ） ２月６日（土）

ゆめプラ サロンコンサート 2021＜全６公演＞ 会場：ゆめたろうプラザ 響きホール
全席自由

未就学時入場不可 【主催】ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会
1/30（土）発売

０００／ U25（25 歳以下） ￥１，
0００ ＜当日＞ 一般 ￥２，
３００／ U25（25 歳以下） ￥１，
2００【全席自由】 ゆめたろうプラザにて
チケット料金：１公演 ＜前売＞ 一般 ￥２，
日本屈指の室内楽オーケストラメンバーによる弦楽四重奏

アコーディオンの魔法使いとタンバリン博士。二人のビッグ・ショー！
①14:00 開演（13:30 開場）

6/12（土）②18:00 開演（17:30

7/24（土）15:00 開演（14:30

開場）

かとうかなこ＆田島 隆

オーケストラ・アンサンブル金沢

愉快 軽快 音楽のびっくり箱

天鵞絨の音色

ＯＥＫカルテット

−クロマチック・アコーディオン＆タンバリン−

2021 年度 武豊町小学校
アウトリーチ アーティスト

美しく迫力のあるカウンターテナー＆自在に変化するピアノによる華やかなデュオ！
①14:00 開演（13:30 開場）

9/23（木祝）②18:30 開演（18:00

開場）

−弦楽四重奏−

−カウンタテナー＆ピアノ−

びろうど

〜思わずカラダが動き出す〜

開場）

彌勒忠史＆ MAKI code"M"

華やかさと強さと

〜オペラからミュージカルナンバーまで〜

〜加賀百万石で磨き抜かれたカルテット〜

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博士にまで昇華した田島隆。
魔法使いと博士のビックリグ・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」
。

あらゆるジャンルを縦横無尽にこなすスーパーマン彌勒忠史と、多彩
な才能を持つオールインワンプレイヤー MAKI。
この二人の魅力満載のステージは、もう何が起こるかわからない！

《♪》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

《♪》山田耕作 作曲 / 三木露風 作詞 / MAKI code"M" 編曲： 赤とんぼ
MAKI code"M" 作詞作曲：微笑み撫子 ほか

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！

勢いに満ちた若き才能 唯一無二の「今」を生きる

艶のある華やかなヴァイオリンと情熱のギター

10/2（土）15:00 開演（14:30
セリーナ・オット

①14:00 開演（13:30 開場）

11/27（土）②18:00 開演（17:30

開場）

−トランペット−

林 恩加（リン エンチァ）−ピアノ−

八木大輔

天使の贈り物

彗星のごとく

〜降りそそぐ煌めきの音〜

①14:00 開演（13:30 開場）

12/11（土）②18:00 開演（17:30

開場）

デュオ・パッシオーネ

−ピアノ−

礒 絵里子＆河野 智美

〜衝撃的な才能と超絶技巧〜

ⓒKiyohide Hori

©Oliver Kendl

開場）

光と影

ⓒFukaya Yoshinobu

−ヴァイオリン＆ギター−

〜美しい旋律と情熱のハーモニー〜

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。

衝撃的な才能とテクニックを持つ現役の高校生。湧き出るエネルギーとスト
イックな演奏は、無限の可能性を感じさせる。数々の国際ピアノコンクール
で次々に最年少入賞を果たす若き才能の唯一無二の「今」を堪能してほしい。

国内外のコンクールで入賞し、
「情感と温かみがあり聴く人の心に寄り添う
音楽」
と定評のギタリスト河野智美。ヨーロッパ仕込みの洗練された感性と、
しなやかさが魅力の礒絵里子。大人の魅力あふれるデュオをお贈りする。

《♪》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

《♪》リスト：ハンガリー狂詩曲第 12 番
クライスラー／ラフマニノフ：愛の喜び

《♪》ピアソラ：オブリビオン
ファリャ：スペイン舞曲 ほか

ほか

お得なセットチケット 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
※
※
※
※
※
※

セットチケット購入時は、会員証の提示をお願いします（１会員１セットまで）
【主 催】ＮＰＯたけとよ・武豊町教育委員会
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チケット購入時にご指定またはご予約ください
電話申込み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）
Ｕ２５チケットでご入場のお客様は入場時 身分証明書をご提示ください
未就学児入場不可

Ｓ
セット

4/29 YAMATO String Quartet＋サロン６公演

７公演で 12,000 円
… 一般前売より 4,000 円 オトク！

※客席数は定員の 50％で設定しています
新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください
※新型コロナウイルス感染症の影響により、状況が変わる
場合があります。最新情報はホームページをご覧ください

円
Ａ ６公演で 9,000
3,000
サロン６公演

セット

… 一般前売より

円 オトク！

※Ｂセット対象公演
6/12（日）かとうかなこ＆田島隆
9/23（木祝）彌勒忠史 ＆ MAKI code“M”
11/27（土）八木大輔
12/11（土）デュオ・パッシオーネ

チケット取扱
お問合せ

TEL 0569-74-1211
〒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

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）TEL0569-74-1211

向田
● 武豊高校

武豊 I C

http://www.town.taketoyo.lg.jp/kaikan/
●交通案内
名鉄河和線「知多武豊駅」より徒歩 20 分
JR 武豊線「武豊駅」より徒歩 25 分
知多半島道路「武豊 I.C.」より車で 5 分（P350台有）

金下

向陽４

武豊
IC

名鉄知多武豊駅

円
Ｂ ４公演で 7,000
1,000
サロン４公演

JR
中根５

Ｒ２４７

円 オトク！

武豊駅

… 一般前売より

至 名古屋

知多半島道路

セット

ゆめたろうプラザ
武豊町民会館

至 豊丘
マップをご覧いただけます

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

