感動の時間をあなたへ―。
盛岡市文化振興事業団は、世界的に有名な歌劇場の公演やオー
ケストラによるコンサート、豪華キャストによる演劇、展覧会な
どを用意。心踊る至福のひとときをどうぞお楽しみください。
＊時間やチケットの料金、追加事業などについては決まり次第、市文化振興事業団の
ホームページなどでお知らせします
＊都合により、内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

プラハ国立歌劇場
10/18（火）18時半～

荘村清志・福田進一 ギターデュオ・コンサート

モーツァルト「魔笛」

12/９（金）19時～

盛岡市民文化ホール・大ホール

チェコが誇る伝統の名門歌劇場の公演。演目はモーツァルト
の名作オペラ「魔笛」。ファンタジックな物語と華麗で魅力的

問い合わせ
盛岡市文化振興事業団
☎621-5151（月曜休み）

実力、人気ともに日本を代
表するギター奏者、荘村清志
と福田進一。日本ギター界の
スター２人による夢の共演が
実現。温かな円熟のアンサン
ブルによる、豊かな「大人の
音楽」をご堪能ください。
しょう む ら き よ し

しんいち

なアリアの数々で、
常に高い人気を誇る
傑作です。見事なア
ンサンブルと洗練さ
れた正統派演出で、
誰もが楽しめる優雅
な舞台をご堪能くだ
さい。

盛岡市民文化ホール（盛岡駅西通二丁目９-１）☎621-5100
キャラホール（永井24-10-１）☎637-6611
盛岡劇場（松尾町３-１）☎622-2258
姫神ホール（渋民字鶴塚55）☎683-3526

キャラホール

荘村清志（左）と福田進一

年度芸術鑑賞事業
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♪
佐藤俊介、小菅優、ロレンツォ・コッポラ トリオ

５/５（木）15時～

劇団東京乾電池 創立40周年記念公演
「ただの自転車屋」

盛岡市民文化ホール・大ホール

７/23（土）14時～

巨匠・トスカニーニが「天使の歌声」と絶賛したウィーン
少年合唱団。４年ぶりの盛岡公演で美しく清らかなハーモ
ニーをお届けします。
【チケット】全 席指定。Ｓ席6000円、Ａ席5000円、Ｂ席
4000円。発売中

盛岡劇場・メインホール

しゅん す け

結成40周年を迎えた劇団「東京乾電池」の記念公演。創立メン
バーの柄本明とベンガル、綾田俊樹の３人が出演し、北村想の書き
下ろし新作で上演します。鹿児島の離島の民宿に缶詰めになってい
る映画監督と脚本家、そこにやってきた自転車屋が巻き起こす喜劇。
え も と あきら

あや た とし き

そう

♪

こ すげゆう

♬
今井奈緒子パイプオルガン・コンサート
with 波多野睦美（メゾプラノ）
11/２（水）19時～

©www.lukasbeck.com

柄本明

ベンガル

綾田俊樹

松田理奈ヴァイオリン・リサイタル
チック・コリア＆小曽根真 ピアノ・デュオ
プレイズ・アコースティック
５/10（火）18時半～

９/１
（木）19時～

盛岡市民文化ホール・大ホール

伝説的ピアニストのチック・コリアと
日本が誇るジャズピアニストの小曽根真
による待望のピアノ・デュオコンサート。
音楽のジャンルを超えて活躍する２人の
アコースティック（生音）にこだわった
演奏をお楽しみください。
【チケット】全席指定。Ｓ席8000円、
Ａ席7000円。発売中
お

ぞ

ね まこと

♪

©Toshi Sakurai,Chick
Corea Productions
©Kishin Shinoyama

盛岡市民文化ホール・小ホール

©shigeto
Imura

スペイン国立管弦楽団
情熱の都マドリードからスペインが誇る国立オーケス
トラが26年ぶりに来日。期待の若手アーティストとの
共演で、カルメン組曲やボレロなど、本場ならではの
数々の名曲をお楽しみください。
【チケット】全席指定。Ｓ席7500円、Ａ席6500円、
Ｂ席5500円。発売中

エム

フ

レ

ン

ズ

m-Friendsコンサート・スペシャル

９/30（金）19時～

♩
4［広報もりおか 28.４.１］

キャラホール

作曲家のガブリエル・フォーレの名を冠し た
1995年結成のピアノ四重奏団。活動開始後間もな
くドイツのシャルプラッテン賞やイギリスのパーク
ハウス賞などを次々と受賞。緻密で繊細、時に大
胆な演奏で、ピアニストのマルタ・アルゲリッチが
「誰でも、もう一度聴きたくなる」と評するほど、
世界中の聴衆を感嘆させています。

こ

展覧会

※m-Friends会員でない人も
鑑賞できます

♬

ジョンソン＆ジャクソン 新作公演
11/３（木）14時～

７/８（金）～８/28（日）

盛岡劇場・メインホール

ろうせいこう

ダグ・ウェブとビートたけし、婁正綱による震災復興の絵画展。
米国と日本、中国を代表する３人のアーティストの「未来絵」を
展示し、被災者を勇気付け未来への希望につなげます。

「ジョンソン＆ジャク
ソン」は俳優の大倉孝二
と劇作家で演出家のブ
ルー＆スカイによる、演
劇コンビネーション。ナ
ンセンス・コメディの新
機軸を築いた２人とゲス
ト出演者による２年ぶり
の新作公演です。

盛岡市コレクション展2016
「いわて・もりおか アートの饗宴」（仮題）
きょう え ん

大倉孝二

ブルー＆スカイ

柳亭市馬・古今亭菊之丞 二人会

11/27（日）14時～

姫神ホール

市が所蔵する「いわて・もりおか」にゆかりのある作家たちの
美術品を展示。希望郷いわて国体の期間に合わせて開催し、市民
や県内外からの来館者に岩手のアートを紹介します。

11/26（土）～12/25（日）

りゅう て い い ち ば

れい

こ ん て い き く の じょう

柳亭市馬

10/１（土）～10/10（月）

松本零士展

落語協会の会長を務め、
間、口調、演技力どれを
取ってもうまい柳亭市馬。
芸術選奨文部科学大臣新
人賞を受賞し、軽妙な語
り口で観客を魅了する古
今亭菊之丞。それぞれの
本領を発揮する二人会を
お見逃しなく。
こ

©Mat Hennek

場所は盛岡市民文化ホール・展示ホール。
月曜は休館です（月曜が祝日の場合は開館）。

東日本大震災復興支援巡回展
未来絵プロジェクト「絵のちから」

姫神寄席

フォーレ四重奏団

盛岡市民文化ホール・大ホール

お

小菅優©Marco
Borggreve

の むつ み

こう じ

子どもたちに人気の動物たち
による金管五重奏団「ズーラシ
アンブラス」。本格的なクラシ
ックから映画音楽に童謡まで、
動物たちが奏でる多彩な音楽の
世界をお楽しみください。

盛岡市民文化ホール・大ホール

た

な

ズーラシアンブラス 音楽の絵本 ブリランテ
９/19（月）15時～

７/19（火）19時～

♬

は

佐藤俊介
©Yat Ho Tsang

盛岡市民文化ホール・小ホール

国内外で活躍するオルガ
二ストの今井奈緒子と声楽
家の波多野睦美による、オ
ルガンと歌声がコラボレー
ションした感動のコンサー
トをお楽しみください。
な

CDデビュー10周年の記念リ
サイタル。「ヴァイオリニスト
が作曲したヴァイオリンの名曲
たち」をテーマに、クライス
ラーやサラサーテなどの名曲を、
音楽性や内面性にさらに磨きを
かけた松田理奈の演奏でお届け
します。
り

コンチェルト・ケルンと
オランダ・バッハ協会のコ
ンサートマスターとしてオ
ランダを拠点に世界で活躍
する佐藤俊介を中心に、世
界で評価が高まるピアニス
トの小菅優、イタリアから
迎えたクラリネットの名
手コッポラのトリオ公演。
20世紀の作曲家による楽
曲をその時代の楽器で演奏
します。

盛岡市民文化ホール・小ホール
ロレンツォ・コッポラ

Canon Presents ウィーン少年合唱団

来年２/10（金）19時～

古今亭菊之丞

じ

漫画界のレジェンド・松本零 士 。15歳
の漫画家デビューから現在までの足跡を
資料や原画を交えて紹介します。彼の描
くＳＦ漫画は、地球環境や宇宙開発など、
人類の未来像がテーマ。数多くの作品は
未来への道しるべとなり、夢とロマンを
与え続けています。

©Leiji Matsumoto
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