
令和３年度 iichiko総合文化センター事業一覧（予定）　　　　　

１　質の高い舞台公演の実施「鑑賞系事業：本物の芸術文化に触れる機会を提供」（主催事業）
事業名
会場

1
【室内楽】古楽器アンサンブル
          東京コンソーツ演奏会

・「西洋音楽発祥の地」プロジェクトで、中世・バ
ロック音楽会の一つ

　一般2,000円

音の泉ホール
・モーツァルト・ベートーヴェンの楽曲を、その当時
の楽器で演奏、レクチャーも開催

　U25割1,000円

2 【演劇】「かがみまどとびら」
・夏休み中に、子どもから大人まで一緒に楽しめる演
劇公演。気鋭の演劇作家・藤田貴大の作品

　おとな2,000円

グランシアタ
・｢鏡｣｢窓｣｢扉｣という日常生活に欠かせない物から始
まり、想像力を駆使した冒険に出かけていく物語

　こども1,000円

3 【室内楽】サンリオファミリークラシック ・美術館「サンリオ展」との連携企画 おとな1,500円

グランシアタ
・サンリオキャラクターが出演するファミリークラ
シックコンサート

こども500円

4
【オーケストラ】音楽の絵本
　　　ズーラシアン チェンバーオーケストラ

・動物たちのオーケストラが奏でる、親子のためのク
ラシックコンサート

　おとな2,000円

グランシアタ
・動物の格好をした演奏者がクラシックから童謡まで
子どもたちにも理解できるようにアレンジして演奏

　こども1,000円

5 【室内楽】三浦一馬キンテート 熱狂のタンゴ ・ピアソラ生誕100年に贈るタンゴの世界 　一般4,000円

グランシアタ
・バンドネオン界の若きスター・三浦一馬を中心に編
成された５重奏団が奏でる熱狂のタンゴコンサート

　U25割2,000円

6 【室内楽】諏訪内晶子　無伴奏リサイタル
・「西洋音楽発祥の地」プロジェクトとして、世界的
ヴァイオリニスト諏訪内晶子が奏でる。

　GS席5,000円～

グランシアタ
・1990年最年少でチャイコフスキーコンクール優勝。
絶大な人気を誇る諏訪内が、バッハの世界を描く。

　U25割2,000円～

7
【室内楽】フルートアンサンブル
　　　　　マグナムトリオ

・特殊奏法に超絶技巧とフルートの可能性を広げ続け
る、次世代型アンサンブル

　一般3,000円

グランシアタ
・愛好者の多いフルートに的をしぼり、愛好団体との
連携やワークショップの開催も企画。

　U25割1,500円

8
【音楽劇】アントネッロ
　　　　　「天正遣欧少年使節の物語」

・「西洋音楽発祥の地」プロジェクトで、信仰に命を
捧げた少年たちの悲哀のドラマ

　一般4,000円

音の泉ホール
・アントロネットによる古楽器演奏、歌手や合唱、語
りを交えた舞台。大分版として県民参加も予定。

　U25割2,000円

9
【バレエ】東京バレエ団
　　　　　「くるみ割り人形」

・日本を代表するバレエ団によるクリスマス特別公
演。オーケストラ付きの全幕公演

　GS席10,000円～

グランシアタ
一新された圧倒的迫力の装置、衣裳によるクリスマス
の風物詩として人気の物語。家族で楽しめる作品

　U25割3,000円～

10
【室内楽】小林道夫チェンバロリサイタル
　　　　　　　　　　　　　　　　　第５章

・「西洋音楽発祥の地」プロジェクト。小林道夫によ
るチェンバロコンサート　５年目

　一般3,000円

音の泉ホール
・湯布院在住で、バロック音楽の大家であり、バッハ
音楽の第一人者が奏でる。当劇場所有の楽器を使用

　U25割1,500円

11 【声楽】森麻季　音の美術館　イタリア編
・女神の歌声と名画で、イタリアへと誘います。日本
を代表するソプラノ・森麻季が歌い上げます。

　一般4,000円

グランシアタ
・巨大スクリーンに映し出されるイタリア名画、それ
にまつわる物語をテーマにした名曲で彩るコンサート

　U25割2,000円

12
【オーケストラ】iichikoグランシアタ
　　　ジュニアオーケストラ　第13回定期演奏会

・ホール付きのジュニアオーケストラの定期演奏会 　一般1,000円

グランシアタ
・2009年に誕生したJrオケの13回目の演奏会。１年間
の練習成果を発表　指揮は清水醍輝

　学生 500円

13 【総合】ワンコインリレーコンサート ・入場料500円で１時間の演奏会

音の泉ホール ・年間３回の公演を予定

8月9日
（月・祝）

2022年
1月30日
（日）

2022年
2月6日
（日）

9月20日
（月・祝）

10月20日
（水）

11月7日
（日）

11月28日
（日）

12月19日
（日）

10月7日
（木）

開催日 概要 料金（予定）

7月1日
（木）

7月29日
（木）

通年 500円

2022年
3月21日

（月・祝）



２　質の高い舞台公演の実施「鑑賞系事業：本物の芸術文化に触れる機会を提供」（共催事業）
事業名
会場

1
【室内楽】
第22回別府アルゲリッチ音楽祭

・22回目を迎える大分県が世界に発信する国際音楽祭

《主催》アルゲリッチ芸術振興財団
　　　　　　　　　　　　　　　　グランシアタ

2 【ミュージカル】「The Bridge～歌の架け橋」
・創立68周年を迎える劇団四季のオリジナル新作
ショー

《主催》劇団四季
　　　　　　　　　　　　　　　　グランシアタ

・歌って踊って語る圧巻のエンターテイメント

3 【室内楽】日露交歓コンサート ・ロシアと友好親善、国際交流を図るコンサート

《主催》大分県
　　　　　　　　　　　　　　　　グランシアタ

4
【クラシック】芸術文化短期大学
　　第５７回定期演奏会ほか

・県立芸術文化短期大学音楽科の定期演奏会ほか

グランシアタほか

5 【オーケストラ】ディズニー・オン・クラシック
・ディズニーの名曲をオーケストラとヴォーカルに映
像を加え楽しむ

《主催》ＯＢＳ大分放送
　　　　　　　　　　　　　　　　グランシアタ

・子どもや若者世代に向けて、気軽に楽しめるよう
に、ディズニーの名曲が映像と共に演奏される

6 【室内楽】サンクトペテルブルグ室内合奏団
・ロシアが誇る芸術の都、サンクトペテルブルグで結
成された室内合奏団

《主催》光藍社
　　　　　　　　　　　　　　　　音の泉ホール

・バッハとヴェルディといったバロック音楽を中心
に、弦楽合奏とチェンバロの演奏によるコンサート

7 【オーケストラ】大分第九の夕べ ・年末恒例となった「第九」コンサート 　指定席7,000円

《主催》ＮＰＯ法人 おおいた第九を歌う会
　　　　　　　　　　　　　　　　グランシアタ

・指揮：鈴木優人、九州交響楽団、ソプラノ：木下美
穂子ほか

　自由席4,000円

8
【オーケストラ】日本フィルハーモニー交響楽団
　大分公演

・40年続く日フィルの九州ツアーでの公演

《主催》日フィル大分公演実行委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　グランシアタ

・1975年から地域住民の自主的な参加による実行委員
会で運営される。

３　人材育成事業「創造系事業：人を育て活かす」（主催事業）
事業名
会場

1 【オーケストラ】Jr.オーケストラ育成事業 ・大分の子どもたちによるオーケストラ育成事業

グランシアタ ・芸術監督：川瀬麻由美　音楽監督：髙田喜夫

2
【ミュージカル】
　　　　ミュージカル体験ワークショップ

・ミュージカル体験ワークショップ

アトリウムプラザ
・講師：野口アキラ、岡崎亮子ほか
　成果発表会の開催

3
【クラシック】
　　　　若手音楽家インレジデンス

・若き音楽家が大分に集い、音楽を作る一週間

音の泉ホールほか
・出演：水谷晃、渡邉智道、宇野健太ほか
・公開リハーサル、アウトリーチ、集大成コンサート

４　人材育成事業「普及啓発事業：地域からの文化づくりを推進」（主催事業）
事業名
会場

1
【総合】
アトリうむ遊園地
～音楽とアートが生み出すキッズパーク

・未就学児対象事業、自主制作

アトリウムプラザ ・楽器体験、ミュージカル体験など

2 【クラシック】おでかけクラシックコンサート
・劇場に足を運べない遠隔地を中心に、生演奏による
クラシック音楽を身近に親しんでもらう。

県内各地の学校、福祉施設など
・派遣アーティストには研修を行い、初心者にも興味
を持ってもらうよう企画・工夫したコンサートを実施

3
【クラシック】
おおいた西洋音楽発祥の地プロジェクト

・「マレガ・プロジェクト」の新たな知見や大分ゆか
りの天正遣欧少年使節団を含め、将来的な県民参加に
よる舞台創作を目指す

－
・リサーチを含めた研究会の開催やルネサンス時代の
音楽等を紹介するワークショップ等を展開

概要 料金（予定）

開催日 概要 料金（予定）

無料
9月17日
（金）

11月23日
（火・祝）

12月12日
（日）

未定

10月11日
（月・祝）

未定

2022年
2月15日
（火）

未定

12月7日
（火）

未定

開催日

未定

6月29日
（火）

未定

未定

未定 未定

通年 ―

未定 未定

未定 無料

開催日 概要 料金（予定）

随時 無料

未定 未定


