
クラシック音楽の魅力に出会うコンサート
手軽に音楽を聴ける時代だからこそ、子ども達に生のクラシック音楽の魅力を届けたい。
そんな願いを込めて、プロの演奏家が市内の小学校へ訪問しています。音楽室での訪
問演奏を体験したお子さんはもちろん、まだ体験していない方も、今度は響きの良い風
のホールで、音楽のシャワーを体中に浴びてみませんか。今年のメインは、バレエ音楽
『くるみ割り人形』。クリスマスの夜に少女クララが体験したこの夢物語を、まるで音楽の
絵本のように、イラストの上映、お話と合わせてお届けします。このほかにも、本格的な演
奏を気軽に楽しむための工夫をたくさんご用意して、皆さまのご来場をお待ちしております。

「赤ちゃんからのクラシック」は裏をみてね!

小学校訪問演奏アーティストによる

ニューイヤー・ファミリーコンサート2017

「小学生からのクラシック」

田村 緑（ピアノ）
中川賢一（ピアノ）
神谷未穂（ヴァイオリン）
丸山泰雄（チェロ）
小川正毅 “風の五重奏団”

　丸田悠太（フルート）
　池田祐子（オーボエ）
　西尾郁子（クラリネット）
　藤田 旬（ファゴット）
　小川正毅（ホルン）

原 きよ（司会・お話）

出演

●第1部

（ピアノ三重奏：ヴァイオリン、チェ
ロ、ピアノ）

ブラームス：ハンガリー舞曲第6番

フォーレ：シシリエンヌ

ドヴォルザーク：『ドゥムキー』より
第6楽章

　ようこそコンサートへ!  ダンスの曲シリーズでゴージャ
スにスタート!

（木管五重奏：フルート、オーボエ
、クラリネット、ファゴット、ホルン

）

ドイツ民謡（石川亮太編曲）：山の音
楽家じゅんばん協奏曲

　おなじみのメロディーがじゅんば
んに登場。楽器紹介もあるよ!

スタジオジブリ作品より
　曲目は当日のお楽しみ♪

（六重奏：フルート、オーボエ、ク
ラリネット、ファゴット、ホルン、ピ

アノ）

フランセ：『恋人たちのたそがれ』
より

　題名はロマンチックだけど、賑や
かなおしゃべりを思わせる

　ユーモラスな響きがぎゅっとつま
った、とっておきの曲!

●第2部（全員合奏）

チャイコフスキー（梅本由紀編曲）：
『くるみ割り人形』

　全員合奏の豊かな響きとイラス
ト、お話によって物語のイメージが

膨らみます

みなさんと一緒に歌いましょう「ふ
るさと」

　指揮：藤本ゆい先生　合唱：連
雀学園三鷹市立第六小学校合唱

団有志

曲目

楽器紹介や体験コーナーもあり、楽しさもりだくさん♪

会員11月10日 [木] / 一般11月11日 [金]
会員1,600円 / 一般1,800円 / 中高生900円 / 小学生500円

＊中学生以上の方は公演当日に学生証を拝見します。＊未就学児は入場できません。
＊小学生のお子様は2階正面席最前列はご遠慮ください。

三鷹市芸術文化センター
＊発売初日は以下の方法で午前10時から発売を開始し、窓口販売はございません。

電話予約 チケットカウンター 0422-47-5122
＊10:00–19:00 / 休館日：月曜日 ＊1/9[月・祝]は開館、12/29[木]～1/4[水]、1/10[火]、1/11 [水]

インターネット予約 http://mitaka-art.jp/tiket
＊要事前登録（無料）が必要です。 ＊携帯電話からの場合、座席は自動採番です。

主催：公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団
後援：三鷹市教育委員会

チケット発売日

プレイガイド

料金（全席指定）

三鷹市芸術文化センター 風のホール
三鷹市上連雀6-12-14

2017年1月15日 [日] 15:00開演  ＊約2時間・休憩あり

「小学生からのクラシック」 関連プログラム

芸術文化振興基金助成事業

イラストレーション：あさいとおる

託児あり

わ に ん ぎょう

小学生
からの

みたかジュニア・オーケストラによる弦楽器体験
＊公演の休憩中と終演後にロビーで実施。予約不要ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロを弾いてみよう!中高生の団員が音の出し方を教えてくれるよ。

管楽器体験ワークショップキミも管楽器マスター!
10:00～11:30   会場：芸術文化センターB1F音楽練習室   料金：500円  ご案内：“風の五重奏団”メンバー   対象・定員：小学生以上40名申込方法：要電話予約 三鷹市芸術文化センター Tel: 0422-47-5122＊申込開始日はチケット発売日と同じです。
フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンは息を吹いて音を出す楽器 “管楽器”の仲間です。音がでる仕組みや、「リード」「マウスピース」といった部品も詳しくご紹介。楽しく見て触って、キミも管楽器マスターになろう!



小学校訪問演奏アーティストによる

ニューイヤー・ファミリーコンサート2017

イラストレーション：
あさいとおる

わ に ん ぎょう

「赤ちゃんからのクラシック」
「初めてのお客さま」大歓迎! 今年は風のホール

Designed by Fumiki Tomioka   www.fumitoku.net

＊公演の内容等は、やむを得ず変更となる場合がございます。  ＊公演中止の場合を除き、一度購入されたチケットの払い戻し、交換はできませんので、何卒ご了承ください。
＊お車での来館はご遠慮願います。

＊芸術文化センターへのバス乗り場は、10月17日より2番に変更になりました。

口座番号：〈ゆうちょ銀行〉 00190-5-569156
加入者名：三鷹市芸術文化センター

ご予約後、チケット代金の
郵便振込ができます。

＊普通郵便の場合82円、簡易書留ご希望の場合392円を加算してお振込みください。
＊振込手数料はお客様のご負担になります。
＊お振込後、10日程度でチケットをお届けします。

＊「払込取扱票」の通信欄に
    〈予約番号〉をご記入ください。
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財団友の会「マークル」会員募集中!!
一般発売日より前に
会員先行予約があります。
＊年会費2,000円
＊チケットの優先予約・割引（1公演2枚まで）、
　ポイントの還元（ご利用額の5%）情報誌の送付、
　チケットの無料送付（口座会員のみ）、レストランの割引。

「小学生からのクラシック」には託児サービスがございます。
対象：1歳～未就学児　定員：10名（要予約）
料金：お子様一人につき500円
お申し込み：2017年1月5日 [木 ]までに三鷹市芸術文化センターへ
お申し込みください。12月29日 [木 ]～1月4日 [水 ]休館。
Tel: 0422-47-5122 ●

本公演のチケットまたはチケット半券で三鷹駅周辺の「チケットパートナーショップ」の特典が受けられます!    http://mitaka.jpn.org    ＊サービス有効期間は公演日から7日間

三鷹市芸術文化センター
181-0012 三鷹市上連雀6-12-14
Tel: 0422-47-5122
JR三鷹駅南口2番バス乗り場から
「 八幡前・芸術文化センター」下車すぐ。
または6・7番乗り場から「八幡前」下車1分。
または徒歩約15分。

M A R C L

託児サービス

PA RT N E R

田村 緑（ピアノ）、中川賢一（ピアノ）
原 きよ（司会・お話）

出演

「小学生からのクラシック」は裏をみてね!

会員11月10日 [木] / 一般11月11日 [金]
会員1,000円 / 一般1,200円 / 3歳～小学生500円

＊座席を必要としない2歳以下は無料

三鷹市芸術文化センター
＊発売初日は以下の方法で午前10時から発売を開始し、窓口販売はございません。

電話予約 チケットカウンター 0422-47-5122
＊10:00–19:00 / 休館日：月曜日 ＊1/9[月・祝]は開館、12/29[木]～1/4[水]、1/10[火]、1/11 [水]

インターネット予約 http://mitaka-art.jp/tiket
＊要事前登録（無料）が必要です。 ＊携帯電話からの場合、座席は自動採番です。

主催：公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

チケット発売日

プレイガイド

料金（全席指定）

三鷹市芸術文化センター 風のホール 三鷹市上連雀6-12-14

2017年1月14日 [土] 14:00開演  ＊約1時間・休憩なし
0歳～入場可

授乳室
おむつ替え
コーナー
あり

赤ちゃん
からの

名曲に身を任せてリラックス、リズム遊びにも挑戦!
小さなお子さまとコンサートにいらっしゃいませんか。幼い頃から生のクラシック音楽の魅力
に触れて欲しいという願いをカタチにしました。本格的な演奏を気軽に楽しむために、趣向
を凝らしたプログラムで、「初めてのお客さま」のホールデビューを応援します!  今年のメイ
ンはバレエ音楽『くるみ割り人形』。クリスマスの夜に少女クララが体験したこの夢物語をま
るで音楽の絵本のように、イラストの上映、お話と合わせてお届けします。響きの良い風の
ホールで、音のシャワーをいっぱい浴びましょう!

芸術文化振興基金助成事業

後援：三鷹市教育委員会

（全て2台ピアノ ＊を除く）オッフェンバック：『天国と地獄』 序曲より　みなさんこんにちは!  元気いっぱいにコンサートが始まりますサン＝サーンス：『動物の謝肉祭』より「白鳥」　ゆったりと優雅なメロディーを味わいましょうピアソラ：ビオレンタンゴ　カッコいいタンゴのリズムにのってブラームス：ワルツ第15番　リラックスしすぎて寝てしまうかも!?三善 晃：『唱歌の四季』より「雪」　ゆきやこんこ♪あられやこんこ♪モーツァルト：トルコ行進曲＊　みんなで一緒に元気よくリズム遊びに挑戦!チャイコフスキー（エコノム編曲）：『くるみ割り人形』 
　まるで音楽の絵本。　素敵なイラストとお話つきで、少女クララと一緒にお菓子の世界へ

曲目


