
令和４年度 iichiko総合文化センター事業一覧（予定）　　　　　
１　鑑賞系事業（主催事業）

事業名
会場

1 【JAZZ】小曽根真ＪＡＺＺ
世界的JAZZピアニストの小曽根真が率いるビッグバン
ドNo Name Horsesによる本格的なJAZZコンサート。

　一般5,000円～

グランシアタ 令和2年度の振替公演 　U25割2,500円～

2 【ｵｰｹｽﾄﾗ】九州交響楽団 　一般3,000円～

グランシアタ 　U25割1,500円～

3 【ﾐｭｰｼﾞｶﾙ】リトル･ゾンビガール
人気番組「みんなのうた」歴代の名曲を全編に散りば
めた親子で楽しめるミュージカル。

　一般4,000円～

グランシアタ 令和2年度の振替公演 　U25割2,000円～

4
【室内楽】バッハ･コレギウム･ジャパン 世界的評価の高い古楽器アンブルグループによるコン

サート。指揮は鈴木優人。
　一般5,000円～

グランシアタ J.S.バッハのブランデンブルク協奏曲を全曲演奏する 　U25割2,500円～

5
【総合】創作舞台『ムジカと生きる』

「西洋音楽発祥の地」プロジェクトの集大成となる県
民による創作舞台。NPO法人大分県芸振と連携して制作
する。

グランシアタ
大分の歴史･文化を紐解く歴史スペクタクル。総合監督
は穴井豪、音楽監修は藤原道山。

6 【ｵｰｹｽﾄﾗ】海外オーケストラ

グランシアタ

7
【室内楽】小林道夫チェンバロリサイタル最終章 湯布院在住で、バロック音楽の大家である小林道夫に

よるコンサート。当センター所有の楽器を使用。
　一般3,000円

音の泉ホール 今年度で最終章。「ゴルトベルク変奏曲」を演奏。 　U25割1,500円

8 【ｵﾍﾟﾗ】こんにゃく座『森は生きている』
大みそかの出来事を描いた親子で楽しめる日本語のオ
ペラ。

　一般3,000円～

グランシアタ 令和3年に新制作された新演出のオーケストラ演奏版。 　U25割1,500円～

9
【室内楽】タンタシオン･デ･ブルー 日本国内の第一線で活躍する12人のチェリストで編成

されるアンサンブル。
　一般3,000円～

グランシアタ 古典から現代音楽まで、幅広い楽曲を演奏。 　U25割1,500円～

10 【ﾎﾟｯﾌﾟｽ】ビリー･バンバン
大分県立美術館「iichiko design展」連携企画として
開催。

　一般2,000円

音の泉ホール iichikoのCMソングを中心に演奏。 　U25割1,000円

11
【ｵｰｹｽﾄﾗ】iichikoグランシアタ
　　　　ジュニアオーケストラ第14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14回目の演奏会。
１年間の練習成果を発表。指揮は船橋洋介。

　学生 500円

12
【室内楽】小林道夫チェンバロリサイタル第5章 湯布院在住で、バロック音楽の大家である小林道夫に

よるコンサート。当センター所有の楽器を使用。
　一般3,000円

音の泉ホール 令和3年度の振替公演。 　U25割1,500円

13 【総合】ワンコインリレーコンサート〔全4回〕
入場料500円、昼夜2回各１時間の公演をシリーズで開
催。

音の泉ホール
日本舞踊、金管五重奏、声楽アンサンブル、室内楽と
いった多彩なジャンルで4回開催。

14 【ｸﾗｼｯｸ】県立芸術文化短期大学との連携公演

音の泉ホール

　未定

3月26日
（日）

未定 　未定

3月11日
（土）

通年 　各回500円

県立芸術文化短期大学と共同でクラシックの公演やマ
スタークラスを組み合わせて国内外の一流アーティス
トを招聘する。（3回開催予定）

　未定
コロナの影響で招聘できなかった海外の一流のオーケ
ストラ及び指揮者による公演

未定

10月6日
（木）

11月～12月

12月10日
（土）

12月24日
（土）

令和5年
2月5日
（日）

11月6日
（日）

9月17日
（土）

開催日 概要 料金（予定）

6月24日
（金）

8月19日
（金）

オーケストラに関する解説付きのレクチャーコンサー
ト。オーケストラに関する初心者向けの内容。

（東アジア文化都市閉幕行事）

（西洋音楽発祥の地プロジェクト）

（西洋音楽発祥の地プロジェクト）

（西洋音楽発祥の地プロジェクト）

（西洋音楽発祥の地プロジェクト）

（西洋音楽発祥の地プロジェクト）
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２　鑑賞系事業（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
　　　　　室内楽コンサート

22回目を迎える大分県が世界に発信する国際音楽祭 　GS席16,000円～

《主催》アルゲリッチ芸術振興財団

グランシアタ

2
【ｸﾗｼｯｸ】大分県立芸術文化短期大学
　　　　 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

《主催》大分県立芸術文化短期大学

グランシアタ・音の泉ホール

3 【ﾐｭｰｼﾞｶﾙ】劇団四季『ﾛﾎﾞｯﾄ･ｲﾝ･ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ』
日本のミュージカル普及に大きな役割を果たした劇
団。

《主催》劇団四季

グランシアタ

4 【吹奏楽】佐渡裕指揮ｼｴﾅ･ｳｲﾝﾄﾞｵｰｹｽﾄﾗ 佐渡裕指揮による吹奏楽公演。

《主催》ＴＯＳテレビ大分

グランシアタ

5 【ｵｰｹｽﾄﾗ】大分第九の夕べ 年末恒例の「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

6 【ｵｰｹｽﾄﾗ】日本ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団 毎年開催している日フィルの九州ツアー。

《主催》日フィル大分公演実行委員会

グランシアタ

３　人材育成事業（主催事業／共催事業）
事業名
会場

1 【ｵｰｹｽﾄﾗ】ジュニア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・SpaceBe 芸術監督：川瀬麻由美　音楽監督：髙田喜夫

2 【総合】ボランティアスタッフ育成事業
開館以来、ホール独自で育成してきたホールレセプ
ショニストのための研修。

グランシアタ・音の泉ホールほか
多様な来場者･多様な場面を想定した基礎研修･応用研
修を行う。

3 【総合】ステージラボ大分セッション
全国のホール職員を対象とした少人数のゼミ形式によ
る研修会。

《主催》一般財団法人地域創造

音の泉ホール・SpaceBe

４　普及啓発事業（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

アトリウムプラザなど 楽器体験、ミュージカル体験など

2 【室内楽】演奏家派遣事業
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 【ﾐｭｰｼﾞｶﾙ】ミュージカル体験ワークショップ
初心者を対象にしたミュージカル体験ワークショッ
プ。最終日に成果発表会を開催。

SpaceBe・アトリウムプラザ 講師は野口アキラ、岡崎亮子など。

4 【ｸﾗｼｯｸ】青島広志おしゃべりコンサート 　一般2,000円

音の泉ホール 　U25割1,000円

5 【伝統芸能】歌舞伎教養講座
歌舞伎の全国巡業が中止となっているため、歌舞伎に
関する教養や知識が高まる講座を開催。

　一般500円

SpaceBe
講師は葛西聖司。能や狂言との関係など、伝統芸能全
般を踏まえた内容。

　25歳以下無料

未定

開催日 概要 料金（予定）

12月8日
（木）

オーケストラに関する教養や知識が高まる内容。

未定 　未定

9月21日
（水）

令和5年
2月14日
（火）

　未定
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。

随時 　無料

通年 　－

通年 　－

7月
4日(月)

～
8日(金)

　無料

大分では平成14年以来、2度目の開催。

開催日 概要 料金（予定）

9月11日
（日）

　無料

　未定

12月18日
（日）

管弦楽は九州交響楽団。 　自由席4,000円

9月10日
（土）

　未定

心に傷を抱えた男と壊れかけのロボットによる物語。

5月28日
（土） マルタ･アルゲリッチ、大宮臨太郎、坂口弦太郎、市寛

也による室内楽コンサートを予定。
　ユース3,000円

通年 　未定

開催日 概要 料金（予定）
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