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主催：坂東市文化振興事業団

前売

当日

3,500円
4,000円

平成30年

6月24日㈰
4月13日㈮
チケット発売開始

全 　席 　指 　定

小曽根 真
クラシックホールに
　　　　　　満ち溢れる
　  情熱の小曽根ワールド!!

ピアノ・ソロ・リサイタル

※未就学児の入場はお断りしております。
※チケットは市民音楽ホール、坂東郷土
　館ミューズ、チケットぴあ、Wonder
　GOO（つくば店、守谷店、下館店）にて販
　売いたします。

小曽根　 真（ピアノ） 　　Makoto Ozone （Piano）
　1983年バークリー音大ジャズ作・編曲科を首席で卒業。同年米CBSと日本人初のレコード専属契約を結び、

アルバム「OZONE」で全世界デビュー。ソロ・ライブをはじめゲイリー・バートン、ブランフォード・マル

サリス、パキート・デリベラなど世界的なトッププレイヤーとの共演や、自身のビッグ・バンド「No Name 

Horses」を率いるなど、ジャズの最前線で活躍を続けている。

　また、クラシックにも本格的に取り組み、NYフィル、サンフランシスコ響等、国内外の主要オーケストラ

と、モーツァルト、ラフマニノフ、プロコフィエフなどの協奏曲の演奏でも大きな注目を集める。

　2016年には、チック・コリアとの日本で初の全国デュオ・ツアーを成功させ、17年にはゲイリー・バートン

の引退記念となる日本ツアーを催行。秋には10年ぶりに小曽根真THE TRIOを再結成し、アルバム「ディメン

ションズ」をリリース。また、11月には再びニューヨーク・フィルに招かれ、‘バーンスタイン生誕100年祭’

に出演。アラン・ギルバートの指揮のもと、「不安の時代」とガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」を

3日連続で熱演し、リンカーン・センターの満場の聴衆から大喝采を受けた。３月にはこの公演のライブ録音が

リリースされることが決まり、早くも話題となっている。

オフィシャル・サイト  http://makotoozone.com/

Makoto Ozone  PianoSoloRecital

Pコード109-373

開場 14：30　開演 15：00
Ⓒ大杉隼平



●お申し込み・お問い合わせは、坂東市民音楽ホール ☎0297－36－1100
E-mail  ongaku@city.bando.ibaraki.jp

市民音楽ホール催し物のご案内

主催：坂東市文化振興事業団

開場 13：30　　開演 14：00開場 13：30　　開演 14：00

CITIZEN
MUSIC FESTIVAL
IN BANDO

平成30年

5月27日㈰

音楽とお茶でくつろぐ午後のひととき

坂東市民音楽ホール内  ホワイエ会 場

全席
自由 ３歳～／ 500円
２歳までおひざの上なら無料。ただし飲み物はつきません。
現金書留による郵送購入を希望される場合は、発売日の翌
日から市民音楽ホールへお電話でお申し込みください。
※前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。

２歳までおひざの上なら無料。ただし飲み物はつきません。
現金書留による郵送購入を希望される場合は、発売日の翌
日から市民音楽ホールへお電話でお申し込みください。
※前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。

大橋エリ
グラスハープコンサート

ワンドリンクサービス付‼　休憩時間に飲み物をお楽しみいただけます。

市民音楽祭 2018　出演者募集市民音楽祭 2018　出演者募集市民音楽祭 2018　出演者募集

市民音楽祭 2018　出演申込書

※皆様からご提供いただいた個人情報については、目的以外の使用は一切いたしません✂

✂

住　　　　 所

出演者数
記入例 : 合唱
ふりがな

〒(　　　　-　　　　) 電話番号

団 体 名
発 表 内 容

代表者氏名

名

（　　　）

●公演日時　平成30年10月21日㈰　12時00分開演予定
●募集団体　15団体程度（応募者多数の場合は、抽選にて出場者を決定させていただく場合もございます。）
●参 加 費　2,000 円（実行委員会運営費として、第 1回打ち合わせ時にお支払いいただきます。）
●演奏時間　1団体10分以内（複数の団体で合同出演の場合は、１団体とみなします。）
●応募資格　＊坂東市内に在住の方を中心に編成された団体（４名以上で編成されていること。個人での参加は不可と
　　　　　　　します。）で、坂東市内を主な活動拠点としていること。
　　　　　　＊代表者又は代理の方は、月１回程度の打合せ（平日昼間、計５回程度を予定）に必ず出席できること。出席
　　　　　　　できない場合は、出場を辞退していただきます。また、当日の準備や受付などの係りを分担していただきます。
　　　　　　＊クラシックスタイルでの演奏会を主旨としますので、原則として PA（マイク・アンプ・スピーカーなど）
　　　　　　　を必要とする場合は不可とします。トーク用マイク４本、グランドピアノ１台以外の楽器などを使用す
　　　　　　　る場合は、原則として持ち込みになります。その場合は、５分以内に準備、片付け（出演者自身が行な
　　　　　　　うこと。）ができること。
●募集期間　平成 30年３月２日㈮～平成 30年４月１日㈰までに下記申込書を市民音楽ホール窓口へご持参ください。
　　　　　　（書式自由・Fax 及びＥ－Mail も可）
　　　　　　※出演者の決定については、４月下旬頃文書にてご連絡いたします。
◆お問合せ　坂東市民音楽ホール　TEL 0297-36-1100　◆主催　市民音楽祭実行委員会　坂東市文化振興事業

市民音楽ホールでは午前９時、坂東郷土館ミューズ
では午前10時から販売します。

3月23日㈮ チケット発売開始3月23日㈮ チケット発売開始

大橋エリ（グラスハープ）  後藤郁夫（ギター）
アメージング・グレース
星に願いを
ジュピター
星めぐりの歌
カノン　　　　ほか

曲目

※曲目を変更する場合がありますので、
　あらかじめご了承ください。



●お申し込み・お問い合わせは、坂東市立岩井図書館 ☎0297－36－1300へ
E-mail  ilibrary@city.bando.ibaraki.jp

岩井図書館利用のご案内

★インターネットで本などの予約・現在借りている資料の確認・利用の
　延長申請などができます。また、予約の用意ができた本をメールで
　確認することができます。

毎週水曜日（休館日を除く）
　11：00～
※赤ちゃんから、小学校就学前までのお子様
　が対象です。
　おとなしく聞けなくても大丈夫です。

岩井図書館１階 児童コーナー

★当日お気軽にご参加ください。

図書館の新着本（一般・児童）や話題の本を毎月紹介！
読書を楽しむひと工夫や手作りのコーナーもあります。
ご自由に参加ください。

●対象：一般の方

楽しいおはなしが

いっぱい！

毎週土曜日（休館日を除く）
　11：00～

※小学生ぐらいのお子様
　にも楽しめるお話を用
　意しています。

岩井図書館１階 児童コーナー

★当日お気軽にご参加ください。 協 力 ひばりの会・森の会
あんずの会

おとも
だちと

いっし
ょに

聞きに
きてね

！

3月4日㈰
4月1日㈰
5月6日㈰
10：30～11：00岩井図書館２階 会議室

岩井図書館２階 視聴覚室 岩井図書館２階 会議室

上映

おひざの上のおひざの上の
おはなし会おはなし会

　坂東市・古河市・常総市・猿島郡内に在住、又は坂東市内に通勤・
通学している方は、利用カードを作ると図書館資料が借りられます。
運転免許証・健康保険証など現住所が確認できるものをご持参くだ
さい。坂東市内に通勤又は通学の方は、住所を確認できるものの他に、
通勤先又は通学先が確認できるものをご持参ください。

★図書館資料を借りるには、「利用カード」が必要です。

3月24日㈯
10：00～「おさるのジョージ」
14：00～「キャスパー」

絵本の世界を楽しむ会絵本の世界を楽しむ会

◆予約受付中！◆予約受付中！

●材料費 １人200円●材料費 １人200円

（岩井図書館または電話で） （岩井図書館または電話で） 

春休み
こども映画会

4/4日㈬から電話または図書館
カウンターにて参加受付します。

　坂東市図書利用カードをお持ちの中学生
以上の方が利用できます。
ご希望の方は、図書館窓口でパスワードの
申込みをお願いします。

としょかんバッグ
をつくろう

４月28日㈯
10：00～10：00～

平成30年度

●利用時間／平　日　午前10：00～午後6：30

　　　　　　土曜日・日曜日・祝日　午前10：00～午後5：00

●休館日／上記カレンダーの赤字が休館日です。

！
自分専用のとしょかんバッグを
　　　　　　　つくってみませんか？

　おはなし会、催し物のお手伝い、ブックスタート
事業での赤ちゃんへの読み聞かせ、本棚の整理な
ど、図書館活動に参加できる方を募集しています。
　興味のある方はお気軽に問い合わせください。
みなさまの図書館ボランティアへの登録をお待ち
しております。

　おはなし会、催し物のお手伝い、ブックスタート
事業での赤ちゃんへの読み聞かせ、本棚の整理な
ど、図書館活動に参加できる方を募集しています。
　興味のある方はお気軽に問い合わせください。
みなさまの図書館ボランティアへの登録をお待ち
しております。

図書館ボランティア
募集（岩井図書館・猿島図書館）（岩井図書館・猿島図書館）
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坂東

つくば五霞
首都圏中央連絡自動車道次号「森からの手紙Vol.96」の

発行日は６月７日の予定です。

◆首都圏中央連絡自動車道　坂東I.Cより約15分
◆常磐自動車道　谷和原I.Cより約20分
◆鉄道　東武野田線愛宕駅　関東鉄道常総線水海道駅
　　　　　　　　つくばエクスプレス守谷駅
　　　　　　　　各駅より岩井行きバス「岩井局前」下車徒歩約10分

●お問い合わせ 〒306ｰ0631 茨城県坂東市岩井5082

坂東市民音楽ホール TEL.0297-36-1100  FAX.0297-36-1101
坂東市立岩井図書館 TEL.0297-36-1300  FAX.0297-36-1301

●交通のご案内

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

坂東市　ベルフォーレ 検　索

主 催：坂東市文化振興事業団

Pコード109－098

平成30年7月29日㈰
全 　席 　指 　定

※未就学児の入場はお断りしております。　　　※前売り券が完売した場合、当日券の販売はございません。
※チケットは市民音楽ホール窓口、坂東郷土館ミューズ、チケットぴあにて販売いたします。

開場 16：30
開演 17：00

4月21日㈯
チケット発売

開始

一般：

学生：

5,000円
4,000円

各500円増

前
　
売

当
日

構成・演出 フランコドラオ　　衣装デザイン コシノジュンコ

圧倒的な“日本の超カッコ良さ”に衝撃を受けた観客続出の
「ドラムロック 疾風」
今年、更に進化しパワーアップして帰ってくる！
舞台上を駆け抜ける「疾走感」、
魔法のように感情を揺さぶるTAO-BEAT、
思わず感涙し、口遊むような旋律。
日本の伝統芸術は、最先端のエンターテイメントに進化する。
美しくも圧倒的なパフォーマンスと最新の映像テクノロジーが融合する
「THE 日本エンターテイメント」
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