トキハ 双 葉 会 会 員 様 限 定

先着

特 別ご 優 待

トキハ双葉会 満会記念品で

300枚 大分県立美術館（OPAM）、iichiko総合文化センターにいこう！
限り

このたびトキハ双葉会とOPAM・iichiko総合文化センターの期間限定コラボ事業を行います。
「OPAM・iichiko総合文化センタークーポン券」をトキハ双葉会満会記念品として選べます。

【クーポン内容】双葉会1万円コース1口分満会記念品として、クーポン券を発行しま 【注意事項】
す。クーポン券はOPAM、iichiko総合文化センターが指定する下記展
覧会、コンサートにおいてチケット購入費、1.000円分クーポンとして
ご利用いただけます。

【対

象】

【有効期間】

2017年7月〜12月に双葉会満会をむかえられる会員
先着300枚限り
クーポン券裏面の日付より3ヶ月以内有効です。

◎限定数終了の際はご容赦くださいませ。
◎コンサートチケット売切の場合には利用できません。発券窓口にてご確認ください。
◎飲食・物販等には使用できません。
◎クーポン券は、購入チケット1枚に対して2枚まで、ご利用できます。
なお、お釣りは出ませんのでご了承ください。
◎クーポン券は、原本のみ使用可能です。
また、クーポン券の交換・返品はできません。

＊『ジブリの大博覧会』
（7/7〔金〕〜9/3〔日〕）はクーポン券が使用できません。

OPAM

OPAM

OPAM

OPAM

各会期

チケット販売：イサム・ノグチ…トキハ3階プレイガイド・大分県立美術館・iichiko総合文化センター1階インフォーメーションにてチケット販売
その他…大分県立美術館・iichiko総合文化センター1階インフォメーションにてチケット販売

展覧会に関するお問合せ：大分県立美術館 TEL：097-533-4500

お問合せ

大分県芸術文化スポーツ振興財団

広報・連携推進課

TEL：097-533-4007

詳しい情報はこちら▶▶▶

http://www.opam.jp

九州交響楽団大分公演

iichiko

7月9日
〔日〕

開場 15:30

iichiko

9月27日
〔水〕

開演 16:00

開演 18:30

J.S.バッハ/《平均律クラヴィーア曲集第1巻》BWV846〜BWV869全曲

地バイロイト音楽祭でも活躍する屈指の名匠ヴァイグレ

■会場 iichiko音の泉ホール
■料金 全席指定 一般3,000円

が、昨年の演奏も大好評だった九州交響楽団を率いて大

分初登場。バイロイト音楽祭で 世界が熱狂したワーグ
ナー作品とブラームス「交響曲第4番」を聴かせます。

ワーグナー/歌 劇「タンホイザー」序曲〜ヴェーヌスベルクの音楽、楽劇「トリスタンとイゾルデ」
第1幕への前奏曲、歌劇「リエンツィ」序曲、ブラームス/交響曲第4番 ホ短調 作品98
■会場 iichikoグランシアタ
■料金 全席指定 S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円

チケット発売中

U25割

R.シュトラウス作曲オペラ『ばらの騎士』
開場 12:15

開場 18:00

出演：小林道夫（チェンバロ）
バロック音楽の大家であり、バッハの演奏において最高の評価
を得ている小林道夫が、バッハの大曲に挑みます。

フランクフルト歌劇場の音楽総監督で、ワーグナーの聖

11月5日
〔日〕

小林 道夫 チェンバロ・リサイタル
J.S.バッハ
《平均律クラヴィーア曲集第一巻》
全曲演奏会

出演：指揮：セバスティアン・ヴァイグレ
管弦楽：九州交響楽団

iichiko

iichiko presents

U25割

レクチャーを開催します！
「平均律クラヴィーア曲集ってどんな曲？
〜クラヴィコードとチェンバロで探る その魅力〜」
7月15日〔土〕 開始 15：00
■ 会場 iichikoSpaceBeリハーサル室
■ 料金 公演チケット持参の方無料
※チケットの無い方は、参加料1,000円をいただきます。

iichiko presents 大分公演

iichiko

松竹大歌舞伎

11月14日
〔火〕開場 13:30

開演 13:00

指 揮：ラフル・ワイケルト、演出：リチャード・ジョーンズ
管弦楽：名古屋フィルハーモニー交響楽団
出 演：元帥夫人：森谷真理、オックス男爵：大塚博章
オクタヴィアン：澤村翔子、
ゾフィー：山口清子 ほか

開演 14:00（予定）

出演：中村獅童、中村亀鶴、中村萬太郎、中村米吉
中村梅花、澤村宗之助、片岡亀蔵
演目：義経千本桜 すし屋 / 釣女
中村獅童、初グランシアタ！ 年に一回の大分公演を、
お見逃しなく。

共同制作として上演4回目の今年は、英国の夏の風物詩
として世界中のオペラファンを魅了するグラインドボーン

■会場 iichikoグランシアタ
■料金 詳細はチラシでご確認ください。

的なワルツが随所にみられます。これぞオペラ！ロマン

チケット発売日（予定）
■びび発売〈Web 販売〉８月11日（金・祝）〜20日（日）
〈往復ハガキ〉８月20日（日）〆切
■一般発売 ９月９日（土）

音楽祭との連携公演です。心ときめく場面が続き、印象
ティックな気分に存分に浸ってください。

リヒャルト・シュトラウス作曲オペラ『ばらの騎士』
■会場 iichikoグランシアタ
■料金 全席指定 GS席12,000円、S席10,000円
A席8,000円、B席6,000円、C席4,000円
U25割 A〜C席のみ

2018年

チケット発売日
■びび発売 7月1日（土）
■一般発売 7月8日（土）

iichiko presents

iichiko

『かがみのかなたはたなかのなかに』

1月20日〔土〕
1月21日
〔日〕

iichiko

全曲演奏会 〜第2幕〜

2018年

2月3日
〔土〕

開場 13:30

開演 14:00

出演：ウェールズ弦楽四重奏団

弦楽四重奏曲 第 3 番 二長調 作品18-3
〃
第16番 へ長調 作品135
〃
第 8 番 ホ短調 作品59-2

鏡の向こうがわにいる「私」はだれ？そこにはどんな世界
が広がってるの？子どももおとなも一緒に楽しめるお芝

2018年

ベートーベン弦楽四重奏曲

曲目： ベートーヴェン作曲

出演：近藤良平、
首藤康之、長塚圭史、松たか子

iichiko

presents

楽四重奏曲全曲演奏会に挑むプロジェクトの第2弾。

開場 12:30 開演 13:00

撮影：谷古宇正彦

チケット発売日
■びび発売 10月7日（土）
■一般発売 10月14日（土）

■会場 iichiko音の泉ホール
■料金 全席指定 一般5,000円 U25割

iichiko

ベートーヴェンが生誕250年を迎える2020年までに弦

開場 18:00 開演 18:30

居を「鏡」をモチーフにお届けします。

チケット発売日
■びび発売 6月18日（日）
■一般発売 6月25日（日）

■会場 iichiko音の泉ホール
■料金 全席指定 一般3,000円

U25割

チケット発売日
■びび発売 10月22日（日）
■一般発売 10月29日（日）

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ 第9回定期演奏会

3月25日〔日〕

開場 13:15

曲目：モーツァルト/交響曲 第40番
ワーグナー/「ニュルンベルグのマイスター・ジンガー」前奏曲ほか

開演 14:00

■会場 iichikoグランシアタ
■料金 自由席 一般 1,000円 学生500円
※未就学児入場可（3歳以下入場不可）

指揮：船橋洋介
出演：iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
小学3年生〜22歳までの子ども達で構成された定期演奏会。
未来を担う彼らの力強い演奏をどうぞお楽しみに！

チケット発売日
■一般発売 12月9日（土）

＊『ジブリの大博覧会』
（7/7〔金〕〜9/3〔日〕）はクーポン券が使用できません。

チケット販売：トキハ会館3階プレイガイド・iichiko総合文化センター1階インフォメーションにてチケット販売。
※U25割は25歳以下が対象で半額になります。ただし、iichiko総合文化センターのみ販売。※クーポン券とびび割の併用はありません。

公演に関するお問合せ iichiko総合文化センター TEL：097-533-4004

お問合せ

大分県芸術文化スポーツ振興財団

広報・連携推進課

TEL：097-533-4007

詳しい情報はこちら▶▶▶

http://www.emo.or.jp

