令和３年度芸術鑑賞事業

と

き

感動の時間をあなたへ―

盛岡市文化振興事業団は、オーケストラによるコンサートや豪華キャストによる演

劇公演、展覧会などを開催しています。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
ト料金、追加の事業などにつ
いては決まり次第、盛岡市文化
振興事業団のホームページなど
でお知らせします。

企画事業部
☎ 621-5151
■ 盛岡市文化振興事業団
問
市民文化ホール
（盛岡駅西通二丁目９-１）☎ 621-5100
盛岡劇場
（松尾町３-１）
☎ 622-2258
キャラホール
（永井 24-10-１）
☎ 637-6611
姫神ホール
（渋民字鶴塚 55）
☎ 683-3526
（月曜休館※祝日を除く）

＊都合により、内容など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。

小曽根真 60th Birthday Solo
OZONE60 CLASSIC×JAZZ

お ぞ ね まこと

３月に60歳を迎えたジャズピアニストの小曽根真。

盛岡劇場の開館30周年を記念する特別企画です。
こう らい や

こう し ろう

旧盛岡劇場から縁のある
「高麗屋 」十代目松本幸四郎
み たに こう き

の芸談のほか、高麗屋三代が出演した、三 谷 幸 喜

つきあかりめざすふるさと

作・演出の新作歌舞伎「三谷かぶき 月光露針路日本

【チケット】
4月24日㈯10時から発売。全席指定。一般5000円

11月23日㈫14時〜 市民文化ホール・大ホール
「三谷かぶき 月光露針路日本 風雲児たち」©松竹株式会社

オ

１台で表現する究極のソ

想と驚異的な身体表現がおりなす舞台。
アメリカ仕込み

ロライブ公演が実現。ジャ

の本格派マイムを

ズ界の最前線で活躍し続

お楽しみください !

ネ

けるO ZONEの60歳の節
【チケット】全席指定。

©Kazuyoshi Shimomura
【チケット】発売中。全席指定。 (AGECE HIRATA)

小学生800円※３歳か

©松竹株式会社

かず ま

川口成彦
フォルテピアノ・リサイタル

ミシェル・ブヴァール
パイプオルガン・リサイタル

未来のためのミュージックギフトwith
宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ

白石加代子「百物語」
シリーズ
アンコール公演 第三弾

作曲家・舞台音楽家の宮川彬良と、
サックス奏者の

平成26年秋に全99話を終えた、
白石加代子によ

として活動を続けるバイオリニスト･原田智 子と、豊

ル・ブヴァールによる、13年ぶ

上野耕平率いるぱんだウインドオーケストラによる、
表

る
「怖い話」の朗読劇「百物語」。熱烈なファンの声

富な知識と経験に裏打ちされ、音楽史に連なる各

りの盛岡公演。今、最も聴き

情豊かで刺激的なアンサンブルが再び! 今回のテー

に応えるアンコール公演です。今回は、
伝説の第一夜

時代それぞれの鍵盤楽器に精通した小林道 夫によ

たいオルガニストによる、多彩

マは
「温故知新」。懐しくて新しい「昭和」のサウンドは

「ちょうちんが割れた話」
（ 夢 枕獏作）、
「 如菩薩団 」

るデュオ演奏。古典派からロマン派初期、ウィーン

なプログラムをお楽しみに！

と、令和元年に「ドン・ジョヴァンニ」のタイトルロー

国際古楽コンクール最高位や、平成30年の第1回

所有のベーゼンドルファーのピアノの響きでお届けし

ルとして全国公演をしたバリトンのヴィタリ･ユシュマノ

ショパン国際ピリオド楽器コンクールで第２位を受賞

ます。

フ、声楽などとのアンサンブルにも定評のあるピアニ

し大きな話題に。ショパン

スト・河野紘 子によるトリオ。会場ロビーでは福祉

の存命中に製作された、
1843年製の仏プレイエル

楽を通して地域の「ふれあいの輪」
を広げます。

社のフォルテピアノによる

【チケット】全席指定。S席4000

©Fumitaka Saito
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名実共に音楽シーンの最前線で活躍する中川英

じ ろう

二郎と、トロンボーン界のトップに君臨し続けるジョゼ
フ･アレッシを中心としたトロンボーン･カルテットによる

盛岡の芸術文化を応援しよう！
～盛岡市芸術文化振興基金を創設しました～

【チケット】全席指定。一般4500円、U-25チケット1500円

こう へい

世代を超えて必聴です。
【チケット】全席指定。 S席4500円、
A席3500円、U-25チケット1500円

ゆめまくらばく

やす たか

か

よ

こ

にょ ぼ さつ だん

たん

(筒井康隆作)、
「箪
す

はんむらりょう

笥 」(半 村良作)に、
「おさる日記」
（和田
まこと

右/ぱんだWO ©鈴木穣蔵
左上/宮川彬良 ©PACO
左下/上野耕平 ©S.Ohsugi

誠 作）
を加えた、ス
ペシャル企画です。
【チケット】全席指定。
料金未定

ドイツ名門オーケストラ、ミュンヘン交響楽団による
オール･ベートーヴェン･プログラム。ソリストにはドイツ人

独演会」

と日本人の両親を持ち、ドイツ正統派ピアニストとして国

古典落語を中心とした、
毎年人気の
「姫神寄席」。

際的に活躍しているモナ･飛鳥。得意のレパートリーで

今回は、今や押しも押されもせぬ人気落語家で、独

あるピアノ協奏曲第5番
「皇帝」
など、何度も共演を重

演会は常に満席、完売御礼の立川談春。ますます

ねているミュンヘン交響楽団との名演にご期待ください。

だんしゅん

あぶらが乗ったこだわりの古典落語は必聴です。
【チケット】全席指定。
一般4000円、
U-25チケット
2000円

【チケット】全席指定。 S席9500円、
Ａ席8500円、Ｂ席7500円、U-25
チケット※Ｂ席のみ3500円
左/ミュンヘン交響楽団 ©Marco Borggreve
右上/ジュリアン・ラクリン ©K.Miura
右下/モナ・飛鳥 ©Marie Staggat

展覧会

市民文化ホール・展示ホール

７月10日㈯～９月５日㈰

みうらじゅんフェス!
マイブームの全貌展

My boom

「マイブーム」
「ゆるキャラ」な
どの名付け親であり、現在の
「仏像ブーム」をけん引するな
ど、ジャンルを超えて異彩を
放つみうらじゅん。「マイ遺
産」
と名付けられたコレクションをテーマごとに展示し、
しん えん
膨大かつ深淵な創作活動から見えてくる
「マイブーム」
の起源とみうらじゅんの全貌に迫ります。新たに製作さ
れたスクラップブックなどの初公開作品も！
【入場料】
一般800円、ペア券1500円、小学生〜高校
生500円
（当日券のみ発売）
、就学前の子は無料

来年１月４日㈫～16日㈰

盛岡市コレクション展2021
し

「心に沁みる色彩のオアシス〜風景と静物から〜」

市が所蔵する美術作品の中から、さまざまな画家のえ
りすぐりの風景画と静物画を展示。静かなたたずまい
の中に、画家たちの温かいまなざしが感じられます。
【入場料】
無料

Morioka City
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3年ぶりのジャパンツアー！

小林道夫
©木之下晃

あき ら

Collection

市は、市民の皆さんの自主的な芸術文化活動を支
援するため、３月に「盛岡市芸術文化振興基金」を
創設しました。市民の皆さんや企業から寄せられた寄附
を芸術文化振興のために有効に活用していきます。基
金について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
【問】文化国際課 ☎️ 613-8465
【広報 ID】1034390

原田智子
©Ludovit Kanta

姫神寄席「立川談春

SLIDE MONSTERS “TRAVELERS”
河野紘子

ミュンヘン交響楽団
オール・ベートーヴェン・プログラム
指揮：ジュリアン・ラクリン
ピアノ：モナ・飛鳥

チケット1500円

９月25日㈯14時～ 姫神ホール

ト

U-25チケット1500円

10月30日㈯15時～ 市民文化ホール・大ホール

1500円

ズ

S席3500円、A席2500円、

3 0 0 0 円、U- 2 5

円、A席3000円、U-25チケット

９月11日㈯19時～ キャラホール

【チケット】全席指定。

S席4000円、A席

をご堪能ください。

U-25チケット1000円

フランスのオルガン界の巨匠として名声を博すミシェ

【チケット】全席指定。

オール･ショパン･プログラム

【チケット】4月15日㈭から発売。全席指定。一般2000円、

Ｂ席8000円、U-25チケット※Ｂ席のみ4000円

来年２月４日㈮19時～ 盛岡劇場・メインホール

を活躍の場とした巨匠たちの作品を集め、同ホール

関係団体による
「ふれあいマーケット」
を開催し、音

【チケット】全席指定。SS席1万5000円、S席1万3000円、A席1万1000円、

来年１月30日㈰15時～ 市民文化ホール・大ホール

本市出身で横浜市育ちのピアニスト。ブルージュ

ひろ こ

い こうしゅうご

10月23日㈯14時～ 市民文化ホール・小ホール

みち お

なるひこ

本市出身の新進気鋭のテノール歌手･工藤和真

ラ

ますみつ

とも こ

７月31日㈯15時～ 市民文化ホール・小ホール

プリヴェット･トリオ ふれあいコンサート

イ

え、宮本益光による日本語訳詞で上演します。

本市出身でオーケストラ･アンサンブル金沢の団員

ら入場できます

一般5000円、U-25チケット2500円

６月26日㈯14時～ 市民文化ホール・小ホール

ペ

りゅういちろう

原田智子
（バイオリン）小林道夫
（ピアノ）
「ウィーンの香り～巨匠たちが生きたウィーン」

一般2000円、３歳〜

ステージにご期待ください。

セ

す。マエストロ･園田隆一郎と、宮古市出身の演出家･伊香修吾を迎

９月14日㈫19時～ 市民文化ホール・小ホール

目にふさわしい、華やかな

ッ

最 高 水 準のオペラ上 演を続けている日生 劇 場の「 N I S S A Y

描いた甘く切ない青春物語、プッチーニの「ラ･ボエーム」
を上演しま

「パント」
はもともとギリシア語で
「全てのもの」、「マイ

ん世界が広がります。次々に展開される奇想天外な発

ヴィタリ・
ユシュマノフ
©Masaaki Hiraga

NISSAY OPERA 2021「ラ・ボエーム」
OPERAシリーズ」。今回は、パリに住む若者たちの夢や恋、友情を

方 のレパートリーをピアノ

工藤和真

上/2017年初演舞台より
右上/指揮 園田隆一郎 ©Fabio Parenzan
右下/演出 伊香修吾

風雲児たち」
を大スクリーンで上映します。

カンジヤマ・マイム
「おしゃべりなパントマイム」

ム」
は
「まねる」
という意味。皆さんの想像力で、どんど

４

十代目松本幸四郎 芸談「高麗屋の芸」
と
シネマ歌舞伎「三谷かぶき 月光露針路日本
風雲児たち」上映と解説

ニ

「クラシックとジャズ 」両

ゾ

開館30周年記念特別企画

７月25日㈰14時～ キャラホール

５月25日㈫19時～ キャラホール

オ

６月13日㈰13時～ 盛岡劇場・メインホール

里見勝蔵
「ラ・
トゥールイェー
ル」
（1958）
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