
Space Be 県民ギャラリーギSpace Be リハーサル室リアトリウムプラザアグランシアタグ 音の泉ホール音 Space Be 映像小ホール映

催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

10
月
祝

財 団 主 催

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ 
第11回定期演奏会
▪管弦楽：iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
▪指揮：梅田俊明
13：00開場/14：00開演/16：00終演予定

 一般 1,000円
 高校生以下 500円
 未就学児 無料

（全席自由）
※３歳以下入場不可
3/29延期振替公演

iichiko総合文化センター　TEL097-533-4004

11
火

休館日

23
日

第42回瀧廉太郎記念ピアノ・声楽コンクール
▪小・中・高校生
9：40開場/9：45開演/16：45終演予定

1,000円
（全席自由）

※新型コロナウイルスの
感染拡大状況によって変更有

瀧廉太郎研究会　TEL0972-77-5845

24
月

三山ひろし 笑顔を届けます！ コンサート2020
▪三山ひろし
12：30開場/13：00開演/15：00終演予定

S席　6,500円
A席　5,000円
（全席指定）

※未就学児入場不可
3/11延期、4/6再延期振替公演

㈱鈴木企画　TEL092-285-4864

催事名 期間／時間 お問合せ先

青年海外協力隊ナビ
＠おおいた

８月12日水  
18：00 ～ 19：55

JICAデスク大分
TEL097-533-4021

催事名 期間／時間 お問合せ先

大呉服市
８月20日木  ～ 22日土
20日木   13：00～19：00
21日金   10：00～19：00
22日土   10：00～17：00

㈱京都きもの市場
TEL075-241-0181

専門家無料相談 ８月１、８、22、29日 （毎週 土 13：00 ～ 16：00）※15日はお休み

中国語無料相談 ８月６、13、20、27日 （毎週 木 10：00 ～ 13：00）

タガログ語無料相談 ８月１日土、18日火　13：00 ～ 16：00

※各無料相談日については変更になることがあります。

Free Talk Class ～大分県の国際交流員とお話しましょう♪♪～
金曜日 13：30 ～ 15：00に【英語・韓国語・中国語】のFree Talkを開催しています （各週で１言語）。
参加費は無料で、定員は各10名です。（※事前予約制。各回とも登録ボランティアの申込者を優先し
ています。）詳細はHPをご覧下さい。

Oita Information & Support Center　
大分県外国人総合相談センター相談日のご案内

Oita International Plaza　
おおいた国際交流プラザ情報

おおいた国際交流プラザ（iichiko 総合文化センター地下1階）
TEL.097-533-4021　FAX.097-533-4052　HP▶ http://www.oitaplaza.jp/

関  連  施  設  情  報
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第５幕 音   ９月28日㈪ ／ 第６幕 Final 音  11月12日㈭ 
各18：00開場／19：00開演／21：00終演予定

チケット発売中　〈全席指定〉  びび割有   一般 3,000円 ／ U25割 1,500円 ／ セット割 5,500円

ベートーヴェン
弦楽四重奏曲全曲演奏会 

2020年は、ベートーヴェン・イヤー（生誕250年）。５年にわたり実施した弦楽四重奏曲全16
曲を演奏するプロジェクトの最終年。これまで聴き逃がした方も、この２公演を通して、ベー
トーヴェンの世界を味わっていただけます！

曲目：
《第５幕》 
 第１番 ヘ長調 作品18-１ 
第11番 ヘ短調 作品95「セリオーソ」 
第14番 嬰ハ短調 作品131

出演： ウェールズ弦楽四重奏団  
﨑谷直人（Vn）、三原久遠（Vn）、横溝耕一（Va）、富岡廉太郎（Vc）

©Satoshi Oono

《第６幕》
  第４番 ハ短調 作品18-４ 
 第10番 変ホ長調 作品74「ハープ」  
 第７番 ヘ長調 作品59-１「ラズモフスキー第１番」

presents

※�発売日、料金ともに第５幕・第６幕共通

出演： 青島広志（ピアノ・お話）、 
津山恵（トゥーランドット姫）、 
小野勉（王子カラフ）、 
横山美奈（リュー）

音  ９月９日㈬ 18：00開場／ 19：00開演／ 21：00終演予定

チケット発売中　〈全席指定〉 びび割有   一般 1,000円 ／ U25割 500円

帰ってきた！

青島広志のおしゃべり
オペラティックコンサート

10/24㈯に開催のプッチーニの遺作で中国
を舞台にしたオペラ『トゥーランドット』の
見どころ・聴きどころを、テレビでもおなじ
みの青島広志先生が解説するレクチャーコン
サートです。

ⒸGakken_Plus

Coming Soon...

指揮：梅田俊明　　管弦楽：iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
曲目：ベートーヴェン 交響曲第１番ハ長調 作品21
　　　スッペ 「軽騎兵」序曲
　　　ヨーゼフ・シュトラウス 鍛冶屋のポルカ 作品269
　　　ヨハン・シュトラウスⅡ世 美しく青きドナウ 作品314 　 ほか

グ  ８月10日（月・祝） 
13：00開場／ 14：00開演

チケット発売中　
〈全席自由〉 びび割有
一般 1,000円
高校生以下 500円 
未就学児無料 
※３歳以下入場不可

グランシアタ
ジュニアオーケストラ　
第11回定期演奏会 

3/29㈰に予定していた定期演奏会の振替公演です。ベートーヴェンの交響曲第１番
やウィンナワルツなどを小学生から大学生までの団員が心を込めて演奏します。

※ アカデミー生による 
コンサートを予定しております。

※iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラは、三和酒類株式会社、TOSテレビ大分、豊和銀行株式会社より、年間を通してご支援いただいております。

【 お 知 ら せ 】
公演の実施や内容に変更が生じる場合があります。

最新情報は各主催者へお問合せください。



催事名 期間／時間 お問合せ先

青年海外協力隊ナビ
＠おおいた

９月９日水  
18：00 ～ 19：55

JICAデスク大分
TEL097-533-4021

西陣美術織若冲動植綵絵展
９月24日木  ～ 27日日  
10：00 ～ 17：00
最終日27日日  は
16：00まで

西陣美術織全国巡回展
実行委員会
TEL072-808-2223

催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

4
金

HIROMI GO CONCERT TOUR 
2020　
“twelve signs”
▪郷ひろみ
18：00開場/18：30開演/20：30終演予定

8,000円
（全席指定）

※3歳未満入場不可
※3歳以上有料

㈱鈴木企画
TEL092-285-4864

9
水

財 団 主 催

帰ってきた！
青島広志のおしゃべり
オペラティックコンサート
▪青島広志（ピアノ、お話）
▪津山恵（トゥーランドット姫）
▪小野勉（王子カラフ）
▪横山美奈（リュー）
18：00開場/19：00開演/21：00終演予定

一般　1,000円
U25　  500円
（全席指定）

iichiko
総合文化センター
TEL097-533-4004

11
金

第11回WFWP音楽の祭典
▪女声コーラスどりーむ ほか

12：30開場/13：00開演/16：00終演予定

無料
（全席自由）

WFWP大分中央連合会
音楽の祭典実行委員会

（若林）
TEL080-2255-3522

13
日

フォレスタコンサートin大分
▪フォレスタ
13：30開場/14：00開演/16：00終演予定

5,800円
（全席指定）

九州労音
TEL0952-26-2351

14
月

休館日

催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

19
土

令和2年度 福徳学院高等学校 福徳祭 
文化の部
▪福徳学院高等学校
12：00開場/12：30開演/16：00終演予定

関係者のみ 福徳学院高等学校
TEL097-544-3551

22
火
祝

OITA歌舞伎 姫城主 誾千代 
～戦国に咲いた百合～
▪小野ひとみ　▪林憲吾 ほか

13：30開場/14：00開演/16：00終演予定

 一般 2,500円
 高校生以下 2,000円

（全席自由）

BUNGO新風土記
公演実行委員会

（佐倉）
TEL090-5481-9654

23
水

芸短音楽科コンサートシリーズ№107
若さあふれるコンサート
▪大分県立芸術文化短期大学 学生
18：00開場/18：30開演/21：00終演予定

無料
（全席自由）

大分県立
芸術文化短期大学
音楽科 副手室
TEL097-545-8758

28
月

財 団 主 催

ベートーヴェン弦楽四重奏曲
全曲演奏会－第5幕－
▪ウェールズ弦楽四重奏団
18：00開場/19：00開演/21：00終演予定

 一般 3,000円
 U25 1,500円
 セット※ 5,500円
※11/12の第6幕との

セット券
（全席指定）

iichiko
総合文化センター
TEL097-533-4004

令和３年２月17日（水）へ公演延期

公演延期

Space Be 県民ギャラリーギSpace Be リハーサル室リアトリウムプラザアグランシアタグ 音の泉ホール音 Space Be 映像小ホール映
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専門家無料相談 ９月５、12、19、26日 （毎週 土 13：00 ～ 16：00）

中国語無料相談 ９月３、10、17、24日 （毎週 木 10：00 ～ 13：00）

タガログ語無料相談 ９月５日土、15日火　13：00 ～ 16：00

※各無料相談日については変更になることがあります。

Free Talk Class ～大分県の国際交流員とお話しましょう♪♪～
金曜日 13：30 ～ 15：00に【英語・韓国語・中国語】のFree Talkを開催しています （各週で１言語）。
参加費は無料で、定員は各10名です。（※事前予約制。各回とも登録ボランティアの申込者を優先し
ています。）詳細はHPをご覧下さい。

Oita Information & Support Center　
大分県外国人総合相談センター相談日のご案内

Oita International Plaza　
おおいた国際交流プラザ情報

おおいた国際交流プラザ（iichiko 総合文化センター地下1階）
TEL.097-533-4021　FAX.097-533-4052　HP▶ http://www.oitaplaza.jp/

関  連  施  設  情  報

第５幕 音   ９月28日㈪
第６幕 Final 音  11月12日㈭ 

チケット発売中　〈全席指定〉  びび割有   
一般 3,000円 ／ U25割 1,500円 ／ セット割 5,500円

ベートーヴェン
弦楽四重奏曲
全曲演奏会 2020年は、ベートーヴェン・イヤー（生誕250年）。５年に

わたり実施した弦楽四重奏曲全16曲を演奏するプロジェクト
の最終年。これまで聴き逃がした方も、この２公演を通して、
ベートーヴェンの世界を味わっていただけます！

曲目：《第５幕》  第１番 ヘ長調 作品18-１ 
 第11番 ヘ短調 作品95「セリオーソ」 
 第14番 嬰ハ短調 作品131

　　　《第６幕》  第４番 ハ短調 作品18-４ 
 第10番 変ホ長調 作品74「ハープ」  
 第７番 ヘ長調 作品59-１「ラズモフスキー第１番」

出演： ウェールズ弦楽四重奏団　 﨑谷直人（Vn）、三原久遠（Vn）、 
横溝耕一（Va）、富岡廉太郎（Vc）

©Satoshi Oono

presents

※�発売日、料金ともに第５幕・第６幕共通

出演： 青島広志（ピアノ・お話）、 
津山恵（トゥーランドット姫）、 
小野勉（王子カラフ）、 
横山美奈（リュー）

指揮：アルベルト･ヴェロネージ　　演出・振付：大島早紀子
出演： 田崎尚美（トゥーランドット姫）、福井敬（王子カラフ）、 

大村博美（リュー）、萩原潤（大臣ピン）、 
児玉和弘（大臣パン）〈※大分県出身〉、菅野敦（大臣ポン）

管弦楽：神奈川フィルハーモニー管弦楽団　　合唱：二期会合唱団

音  ９月９日㈬ 18：00開場／ 19：00開演／ 21：00終演予定

グ  10月24日㈯ 13：00開場／ 14：00開演／ 17：00終演予定

チケット発売中　〈全席指定〉 びび割有

GS席 13,000円 ／ Ｓ席 11,000円  ／ Ａ席 9,000円 ／ Ｂ席 7,000円 ／ Ｃ席 5,000円 ／ D席 3,000円
U25割 Ａ～D席のみ半額 

チケット発売中　〈全席指定〉 びび割有   一般 1,000円 ／ U25割 500円

帰ってきた！

青島広志のおしゃべり
オペラティックコンサート

グランドオペラ共同制作 プッチーニ作曲

『トゥーランドット』全３幕　

10/24㈯に開催のプッチーニの遺作で
中国を舞台にしたオペラ『トゥーラン
ドット』の見どころ・聴きどころを、テ
レビでもおなじみの青島広志先生が解説
するレクチャーコンサートです。

伝説時代の中国を舞台に、冷酷で絶世の美女
であるトゥーランドット姫と、誇り高き流浪の
王子カラフ、そして心優しい召使いリューの三
者三様の命を賭けた生き様を描いた物語。

ⒸGakken_Plus

（イタリア語上演 / 
 日本語及び英語字幕付き / 新制作）

『 ト ゥ ー ラ ン ド ッ ト 』 関 連 事 業
【 お 知 ら せ 】

公演の実施や内容に変更が生じる場合があります。
最新情報は各主催者へお問合せください。

各 18：00開場／19：00開演／21：00終演予定


