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公式ホームページ
http://www.taketoyo.lg.jp/kaikan/haruon/

知多半島春の国際音楽祭2019とは・
・
・2019年1月末から3月にかけて知多半島全域のいたるところで演奏会を開催します。演奏会のジャンルは
様々。聴く側、
演奏する側、
だれでも気軽に参加出来るのが「知多半島春の国際音楽祭2019」。
武豊町実行委員会企画では、
自主鑑賞事業として７公演を開催し、
更に、
ゆめたろうプラザ輝きホール・響きホール・練習室・オープンスペース、
保健
センターを会場にたくさんの市民参加企画をご用意しております。
詳細は後日発行のパンフレットをご覧ください。

■武豊町実行委員会メーン企画

第１次発売
（ゆめプラメイト限定）
10月13日
（土）
・第２次発売
（一般・チケットぴあ）
10月20日
（土）
問合せ ゆめたろうプラザ☎74-1211
公演番号 049 キッズプログラム

来年も春の音楽祭（隔年実施）が開催されます。
武豊町実行委員会では今回もさまざまな企画を
ご用意しました。詳細はチラシをご覧ください。他
にも、
ゆめたろうプラザや武豊町内外の会場で
多数の市民企画コンサートが開催されます。春
音ホームページや後日発行されるパンフレットを
ご覧いただき、
お越しください。皆さまのご来場を
お待ちします。会場に足を運んでいただくだけで
知多半島春の国際音楽祭
なく、企画、運営、演奏等にもご参加いただけれ
武豊実行委員長
ば幸いです。
八木 博文
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公演番号 050 実力派ソロ・ヴォーカリストがタッグを組んだ

４人で奏でる小さなオーケストラ 〜ファミリーコンサート編〜

ツインヴォーカル・ジャズユニット
「SOLO-DUO」

人の数より楽器が多い？！"フライングドクター"が
贈るポップクラシカルなサウンドをお楽しみください。

SOLO-DUOとは、
個々に活躍するギラ・ジルカと矢幅歩によるツインヴォーカルのエンターテ
イメント。様々な曲をジャズのフィルターを通してお贈りします。卓越したハーモニーの世界を
是非ご堪能下さい！

2019年１月27日
（日）
①13:00開演・②15:30開演
響きホール
（全席自由）
どなたでも入場できます
（要申込）
鍵盤ハーモニカ他／フライングドクター
サックス／浅井ゆかり
※12月15日
（土）
から申込受付開始

2019年２月２日
（土）
18:00開演 17:30開場
響きホール
（全席自由）
※未就学児入場不可
歌／矢幅歩、
ギラ・ジルカ
ギター／竹中俊二 ピアノ／秋田慎治
【前売】一般3,500円 ゆめプラメイト3,000円
学生1,000円
【当日】一般・ゆめプラメイト4,000円 学生1,500円
チケットぴあPコード：127-200

公演番号 051 華々しいテクニックによる緻密な音楽

公演番号 052 日本を代表するジャズピアニスト

パトリック・ガロワ フルート・リサイタル

小曽根 真 ソロ・ライブ

フルート界の至宝、
パトリック・ガロワが、
フランスの
エスプリ薫る名曲の数々をお贈りします。
ピアノ共
演は、
フランスを中心にヨーロッパでも活躍する盟
友、
瀬尾和紀。
フルートとピアノが織りなす、
透明感
溢れる音楽をご堪能ください。

クラシックからジャズ、
オリジナルと幅広いレパートリー
をピアノ・ソロで縦横無尽に繰り広げる。
ジャンルを超
えて多彩な音楽シーンで活躍する小曽根ならでは
の個性豊かなステージ。

2019年２月３日
（日）
16:00開演 15:30開場
響きホール
（全席自由）
※未就学児入場不可
フルート／パトリック・ガロワ ピアノ／瀬尾和紀
【前売】一般3,500円 ゆめプラメイト3,000円
学生1,000円
【当日】一般・ゆめプラメイト4,000円 学生1,500円
チケットぴあPコード：127-204

2019年２月９日
（土）
17:00開演 16:30開場
輝きホール
（全席指定）
※未就学児入場不可
ピアノ／小曽根真
【前売】一般4,500円 ゆめプラメイト4,000円
学生1,000円
【当日】一般・ゆめプラメイト5,000円
学生1,500円
チケットぴあPコード：127-205

©Tiina Osara
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公演番号 053 双子の姉妹による名曲の数々

©中村風詩人

ふたりの心・音バトル！
公演番号 054 永遠に勝ち負けの無い、

華麗なる双子姉妹のソプラノ・デュオ・リサイタル

アキラさんとまこと君 ふたりのオーケストラ

透明感とやすらぎに満ちた美しい歌声で魅了する、
人気双子ソプラノデュオ。
テレビ、
ラジオ
出演で話題を呼び 、
デビューアルバムのセールスも好調で人気上昇中 !

NHK朝の連続テレビ小説「ひよっこ」の音楽担当
などで大活躍の作曲家・宮川彬良のピアノと我が
国サックス界を代表する平原まことによる値千金の
デュオ！

山田姉妹「心のうた」〜クラシックから懐かしい日本の歌まで〜
2019年２月10日
（日）
15:00開演 14:30開場
輝きホール
（全席指定）
※未就学児入場不可
演奏予定曲：
「なごり雪」
「ペチカ」
「見上げてごらん夜の星を」
「魔笛」
より
「夜の女王のアリア」 他
ソプラノ／山田華、山田麗
【前売】一般2,500円 ゆめプラメイト2,000円 大学生以下1,000円
【当日】一般・ゆめプラメイト3,000円 大学生以下1,500円
チケットぴあPコード：127-208

2019年２月17日
（日）
16:00開演 15:30開場
響きホール
（全席自由）
※未就学児入場不可
ピアノ／宮川彬良 サックス／平原まこと
【前売】一般4,000円 ゆめプラメイト3,500円
学生1,000円
【当日】一般・ゆめプラメイト4,500円
学生1,500円
チケットぴあPコード: 127-209

公演番号 055 熱いアンコールに応え５年ぶりの再々演！

名古屋の東山動物園での感動的な実話です。
命あるものへの限りない優しさと、
それを貫き通した強さと勇気。
子どもたちの熱い思いが大人たちの心を動かし、
全国から名古屋に向け、
子どもたちを乗せて走ったぞう列車…
2019年３月10日
（日）①11:00開演 10:30開場・②14:30開演 14:00開場
輝きホール
（全席自由）
指揮／水田
（奥）
哲夫 演出／右来左往
園長／東裕二 ぞう使いの娘／東えり ピアノ／久野絵美
トランペット／小林脩二 フルート／武田詩織 ホルン／吉田章
パーカッション／鈴木豊大 合唱／武豊ぞうれっしゃ合唱団
【前売】一般1,500円 子ども
（３歳〜中学生）
800円
親子ペア2,000円
【当日】一般1,800円 子ども
（３歳〜中学生）
1,000円
※2歳以下無料
（要おひざ券）
座席の必要な方は有料

©The SAX

ゆめプラメイト限定セット 50
チケット大盤振る舞い！
各
限定

Sセット 18,000円 → 14,000円
●SOLO-DUO ●パトリック ●小曽根 ●山田姉妹 ●アキラさんとまこと君

Aセット 10,000円 → 8,000円
●パトリック ●山田姉妹
●アキラさんとまこと君

Ｂセット 8,000円 → 6,500円
●SOLO-DUO ●小曽根

※比較元の価格は一般チケットの価格です

ゆめプラ
メイト会員
とは？

ゆめたろうプラザの鑑賞会員です。年会費1,000円
（入会日より1年間有
効）
で、初年度と有効期限から３か月以上経過してからの更新時は200
円必要です。特典として、
チケットの先行販売、
会員価格での購入、
情報
誌の送付等があります。
申込みは会費を添えてゆめたろうプラザ事務室
まで。※遠方の方は電話でご相談ください

■会員チケットは１公演１会員２枚まで
（セットチケット含む） ■車椅子席をご利用の人はチケット購入時にご予約ください ■電話予約は各申込日・発売日の翌日からとなります ■チケットぴあTEL:0570-02-9999
（前売一般のみ）
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ゆめプラだより 2018 Autumn. Vol. ○

セット

合唱構成「ぞうれっしゃがやってきた」

©PACO

