
公益財団法人 藤沢市みらい創造財団  芸術文化事業課

イベントニュース 2018 チケットのお申し込み
藤沢市民会館
湘南台文化センター市民シアター

0466-23-2415
0466-45-1550

電話
で

http://www.f-mirai.jp/arts/ホームページ

お問い合せ
Tel.0466-28-1135
Fax.0466-25-1525

※情報掲載後、催物内容・時間等が変更になる場合があります

＊チケット販売は9：00～17：00 （但し、発売日当日の電話予約は11：00から）

〒251-0026
神奈川県藤沢市鵠沼東8-1

保
存
版

後期

Ob：オーボエ　　Vl：ヴァイオリン　Vla：ヴィオラ　　Vc：チェロ　　Cｂ：コントラバス　　Cemb：チェンバロ　　Ｓ：ソプラノ　　Ｐｆ：ピアノ　　Euph：ユーフォニアム

風雲かぼちゃの馬車「殿が音痴！？」
【湘南台文化センター市民シアター】午後3時開演

発売中

2,000円
全席自由

12/15㈯

戦場では負け知らずの殿と家臣たちに迫る人生最大
の試練。それは歌だった。
果たして、彼らのハーモニーの行き着く先は…。

世界24ヵ国・500都市、観客動員数800万人に迫る、和太鼓エンターテ
イメント集団「DRUM TAO」。2016年アメリカNY・オフブロードウェイ
デビューを果たし、Newsweek誌より「日本を世界へ売り込む『顔』にな
る！」と絶賛された、「THE 日本エンターテイメント」ついに藤沢上陸！

落語鑑賞会

柳家小三治

【藤沢市民会館大ホール】午後2時開演
12/12㈬発売

柳家小三治　ほか出演
3,500円

全席指定

’19 3/9㈯

毎年大人気の落語鑑賞会。今回も藤沢市民会館大ホールでの
一回公演。人間国宝の噺家「柳家小三治」の話芸を存分にお楽
しみください。

トム・プロジェクト プロデュース 「にっぽん男女騒乱記」  「まさに世界の終わり」

音無美紀子 高橋長英 上原理生

【湘南台文化センター市民シアター】午後2時開演
発売中

3,500円
全席指定

9/15㈯

キエフ・クラシックコレクション
初春バレエ祝賀コンサート
【藤沢市民会館大ホール】

’191/10㈭

10/6㈯

午後3時開演

藤沢にゆかりのある音楽家たち2018

vol.1「弦楽とオーボエが奏でる
　　　　　　　　　イタリアの旅」

vol.2

【湘南台文化センター市民シアター】
企画：まち処計画室

吉井瑞穂（Ob)、
名倉淑子、惠藤久美子、ゲルゴフ加奈子、
篠原智子、萩原麻利、山縣郁音（以上Vl）、
中村静香、小林明子（以上Vla）、
安田謙一郎、藤村俊介（以上Vc）、
中窪和輝（Cb)、大村千秋（Cemb）

出演

堤剛、倉田澄子（トークのみ）、香月麗、小林幸太郎、笹沼樹、
佐山裕樹、濱田遥、森田啓佑、水野優也

出演

マルチェッロ：オーボエ協奏曲 ニ短調
チャイコフスキー：弦楽六重奏曲 ニ短調 Op.70
　　　　　　　  「フィレンツェの思い出」　ほか

曲目

ピアソラ：「ブエノスアイレスの四季」より
　　　　 “ブエノスアイレスの冬”“ブエノスアイレスの春”
シューマン：チェロ協奏曲イ短調Op.129（ソロ：堤剛）
バーンスタイン：ウエストサイドストーリーメドレー　ほか

曲目一般3,000円
学生2,000円

vol.2
9/8㈯発売

vol.1
発売中

全席指定

Vol.1

Vol.2

藤沢・湘南のピアニストたちが弾き紡ぐ
「24人24色のバッハ～平均律クラヴィーア曲集第Ⅰ巻全曲演奏会」

ワンコインコンサート2018【藤沢市民会館小ホール】

12/2㈰

古川五巳深沢亮子 尾高惇忠 野田清隆

【湘南台文化センター市民シアター】
午後2時開演

発売中
出演

2,000円
全席自由

各回午前11時30分開演入場券は開演30分前から販売（前売り無し）
中村静香

惠藤久美子名倉淑子

安田謙一郎

倉田澄子堤 剛

©鍋島徳恭

「響きあうチェロ
  未来に羽ばたく 愛弟子たちとともに」

音 楽

演 劇

【藤沢市民会館小ホール】午後３時開演３，０００円（全席指定）

DRUM TAO 2019（仮題）

Vol.2
 10/3㈬

園田隆一郎のオペラを100倍楽しむ方法
1/26土

藤沢市民オペラ 2018-2020シーズン

藤沢市民会館大ホール

2019年３月１日㈮ ・２日㈯

ソリストオーディション
2020年11月14日㈯・15日㈰

21日㈯・22日㈰「ナブッコ」
第24回藤沢市民オペラ
藤沢市民オペラ2018-2020シーズン

藤沢市民会館大ホール藤沢市民会館大ホール
オーディションは無料で一般公開いたします。オーディションは無料で一般公開いたします。

午後2時開演10
日14

発売中
S席：8,500円
A席：6,500円
B席：4,500円

（全席指定）

藤原歌劇団招聘公演

未定曲 目

出 演 園田隆一郎（ピアノ・お話）
天羽明惠（ソプラノ）
藤木大地（カウンターテナー）

管弦楽

合  唱

©Fabio Parenzan

園田隆一郎
©Akira Muto

天羽明惠 藤木大地

Vol.8

【藤沢市民会館大ホール】午後5時開演
10/21㈰発売

午後6時30分開演
発売中

主催：茅ヶ崎市楽友協会

DRUM TAO出演
料金未定
全席指定

4,500円
全席指定

午後3時開演
発売中

S席:6,000円
A席:4,500円

全席指定

’19 2/3㈰

’19 1/12㈯

未就学児無料
全席自由

500円

’19 3/17㈰

©Shingo Azumaya©Zdenek Chrapek ©Katsuhiro Kimura ©Yoshinobu Fukaya

【藤沢市民会館大ホール】午後３時開演
S席：5,000円/A席：4,000円/B席：3,000円（全席指定）

10/7㈰発売

藤沢市民交響楽団創立６０周年記念公演
メンデルスゾーン：交響曲第２番変ロ長調『讃歌』

ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲2/24日2019

小田野宏之 安藤赴美子 伊藤　晴 西村　悟

指 揮 小田野宏之
独 唱 安藤赴美子（ソプラノ）

伊藤　晴（ソプラノ）
西村　悟（テノール）

管弦楽 藤沢市民交響楽団
合唱指揮 浅野深雪

合 唱 藤沢市合唱連盟

園田隆一郎
指 揮

©Fabio Parenzan

岩田達宗
演 出

写真提供：（公財）日本オペラ振興会

テアトロ・ジーリオ・ショウワ・オーケストラ

藤原歌劇団合唱部

戦争で踏みにじられた青春を取り戻す
…老いも若きも真っ盛り。逞しき男と女。
劇団桟敷童子の東憲司　作・演出の新作舞台

音無美紀子、高橋長英
上原理生、小林美江、真山章志

東憲司作・演出
出演

中島 とくあき
重信 臣聡

作曲
作・作詞

キエフ･クラシック弦楽アンサンブル
キエフ・クラシック・バレエ団

チャイコフスキー：
花のワルツ（「くるみ割り人形」より）ほか

出演

曲目

内博貴、大空ゆうひ、島ゆいか、鍛治直人、那須佐代子
石丸さち子上演台本・演出

齋藤公一翻訳
ジャン＝リュック・ラガルス原作

出演

【藤沢市民会館大ホール】
家族の愛と葛藤を描いて心に刺さる必見の話題作 日本初演！

吉井瑞穂
©Satoko Imazu

参加費無料

2020年度に予定される第24回藤沢市民
オペラ「ナブッコ」のソリストオーディ
ションを行います。
ソリスト募集要項は10月頃に藤沢市民
会館等に設置いたします。また、財団ホー
ムページからもダウンロードできますの
でご覧ください。
詳しくは（公財）藤沢市みらい創造財団芸
術文化事業課までお問い合わせください。

芸術監督 園田隆一郎 

ドゥフォール男爵
久保田真澄

医師グランヴィル
東原貞彦

フローラ
向野由美子

ガストン子爵
井出 司

ドビニー候爵
三浦克次

©Chris Gloag

ヴィオレッタ
中村恵理

アルフレード
笛田博昭

ジェルモン
須藤慎吾

アンニーナ
牧野真由美

共 催 ～笑顔あふれるみらいを応援します～
（公財）藤沢市みらい創造財団

賛助会員募集のご案内
当財団では、設立目的や実施事業にご賛同いただけ
る方を対象に、賛助会員を募集しています。ご支援
いただきました賛助金（会費）は、青少年健全育成、
スポーツ・芸術文化の普及・振興を目的とした事業
運営に活用させていただきます。
※個人会員の場合、年会費は1口1,000円で2口から。
また、会員の方には各種特典をご用意しております。
詳しくは（公財）藤沢市みらい創造財団までお問い合
せください。

０歳児から楽しめるコンサート。会場内で、生演奏の素晴しさをお子様と一緒に体感してください。

歌＆ヴァイオリン＆
ピアノ

倉田雪絵（S）、鈴木葉子（Vl)、
中丸ちひろ（Pf）

出演

Vol.4
 ’191/9㈬

日本の正月
スペシャルコンサート

Vol.5
 ’192/6㈬

出演者・
曲目未定

Vol.3
 11/7㈬

ユーフォニアム＆ピアノ
～ユーフォニアムってどんな音??～

なお、本公演は未就学児とその
保護者を対象としています。
お子様連れ以外の方の入場は
ご遠慮ください。

渡邉美文、坂本真由美、浅井佳代、
村上うらら、田代純子、川添文、
金井玲子、武内純子、村上真也、
安食由江、内田由美、羽田野英子、
尾城杏奈、平川恵里、臼井康雄、
黒澤美雪、荻野美惠子、佐藤幸子、
春原恵子、西川麻里子

9/16㈰発売

土井 宏晃演出

鎌田裕子（Euph）、小島珠香（Pf）出演

日本の美しい秋の歌、チャールダーシュ ほか曲目
となりのトトロよりさんぽ、
アンダーソンのおもちゃ箱 ほか

曲目

加藤俊彦（笛・太鼓）ほか出演 未定曲目

©hiromasa

～ただあなたを見つめて～

藤沢市民オペラ芸術監督の園田隆一郎が、日本を代表するオ
ペラ歌手をゲストに招き、美しい歌声と、様々な角度からオペ
ラの解説を交えた楽しいトークをお届けします。オペラファン
の方はもちろん、はじめてオペラを観る方にもオススメです！

2019
2019


