
12月の
特集

今年も残り1ヶ月̶。2016年はもうすぐそこ。
やり残しや悔いが残らないよう、1日1日を大切に過ごしましょう。 忙しい年末年始だからこそ、楽しみながら♪

目で見て音で聞いて、福島のイベント情報

お問い合わせ／（株）福島まちづくりセンター　TEL.024-522-4841（平日9：00～17：00）

冬の夜を明るく彩る、福島のイルミネーション

光のしずくイルミネーション
場 所 パセオ通り及び周辺、福島駅東口広場

電球総数

20万球20万球

入場
無料

光のしずくイルミネーション 検索

2015年11月18日（水）～2016年1月31日（日）
毎日17：00～23：00 

駅 前 広 場
先 行 点 灯

ライトアップ
期 間

2015年12月4日（金）～2016年1月31日（日）
毎日17：00～23：00 

パセオ通り
周 辺 点 灯

2015年12月4日（金）17：00～
街なか広場にてイルミネーションの点灯式を行います。
また、コンサートなども開催します。

点 灯 式

募集期間／2015年12月4日（金）～
詳細はホームページにて

フ ォ ト
コンテスト

お問い合わせ／あづま総合運動公園　TEL.024-593-1111

2015年12月19日（土）～2016年1月24日（日）

光のTREEページェント

場 所 あづま総合体育館前、中央広場

17：00～20：00点灯時間

交 通

※休館日の火曜日はライトアップはしておりません。
※2015年12月29日（火）～2016年1月3日（日）もライトアップはしておりません。

車でお越しの方は体育館前駐車場が便利です。
東北自動車道／福島西ICより西に10分。
福島交通／福島東口⑦番乗り場から「佐原・四季の里行き」あづま総合体育館下車。

　冬の木立は寒さにじっと耐えて、春の芽吹きまで力を蓄えています。その力強
い姿をライトアップし、木立を一層幻想的に演出いたします。どうぞ冬の公園も
楽しみにお越しください。

ライトアップ
期 間

お問い合わせ／四季の里　TEL.024-593-0101

2016年1月16日（土）～2016年2月14日（日）四季の里イルミネーション2016
場 所 四季の里

　期間中の毎週土曜日はミニコンサートを開催し

ます！また、この時間内に限り工芸館の中での飲食

が可能となります。工芸館の中庭にあるキャンドル

の灯と素敵な音楽を、ホットドッグやクレープ、温か

い飲み物などとともにお楽しみください。

17：00～21：00
イ ベ ン ト

時　間／19：00～19：45　会　場／工芸館
出演者

1月16日…福島ジャズ・ボッサ研究会
1月23日…Musicanti音蔵詩
1月30日…ファーラ・ジャズトリオ
2月  6日…星 奈津美
2月13日…ニューファンタスティック・ジャズオーケストラ

外はひんやり寒くても、幻想的な光で心はあったか。

スロヴァキア室内オーケストラ&錦織健
ニューイヤー・コンサート
　互いを最高のパートナーと認め合うスロヴァキア室内オー
ケストラと錦織健がふたたびタッグを組み、新年の幕開けに
贈る＜ニューイヤー・コンサート＞。大人気テノール・錦織健が
歌う、新年にふさわしく優雅で華やかな名曲の数々と、精鋭た
ちが奏でるスロヴァキアならではのあたたかな音色が相まっ
て、大きな感動と喜びをもたらします。日本でも長きに亘り愛
される大人気企画は輝かしい新年にぴったりです。心に寄り
添う音楽を、新しい一年のはじめにどうぞ。

お問い合わせ／福島市音楽堂　TEL.024-531-6221 ※駐車台数に限りがありますので、バス・タクシー等の公共交通機関のご利用をお願いいたします。　※未就学のお子さまのご入場はお断りいたします。
※福島市音楽堂友の会では、託児サービスを実施いたします。詳しいお問い合わせは福島市音楽堂まで。

2016年1月17日（日）

開催日

13：30～開場　14：00～開演時 間

開催日

福島市音楽堂 大ホール場 所

福島市音楽堂 TEL.024-531-6221プレイガイド

一般前売 Sペア席／9,000円　S席／5,000円　S学生席／2,000円
 Aペア席／7,200円　A席／4,000円　A学生席／1,000円
会員前売 Sペア席／8,100円　S席／4,500円　S学生席／1,800円
 Aペア席／6,400円　A席／3,600円　A学生席／　900円
※当日券はお問い合わせください。

チ ケット（税込金額）［ 全席指定］

チケットぴあ［Pコード：258-808］
TEL.0570-02-9999（24時間受付）
【店　　　　　頭】MAXふくしま
　　　　　　　　  セブンイレブン
　　　　　　　　  サークルKサンクス
【インターネット】http://pia.jp/t/〈PC／携帯共通〉

福島市音楽堂 検索

ローソンチケット［Lコード：22383］
TEL.0570-084-002（24時間受付）
【店　　　　　頭】ローソンLoppi
【インターネット】http://l-tike.com/
　　　　　　　 　〈PC／携帯共通〉

※曲目・曲順は変更となる場合がございます。

スロヴァキア室内オーケストラ
テノール ……………… 錦織健
カッチーニ…………… アヴェ・マリア☆
マスカーニ…………… アヴェ・マリア☆
ヘンデル………………「メサイア」より“人々よ慰めなさい”“もろもろの谷は高くせられ”☆
山田耕筰 …………… 赤とんぼ☆
ヴィヴァルディ ………「四季」より　春
モーツァルト ………… アイネ・クライネ・ナハトムジーク
ほか　

出　演　者

プログラム

☆：テノール 錦織健

パイプオルガンクリスマスコンサート
アヴェ・マリア ～歌とオルガンによる贈りもの～
　今年はSONGS～歌との共演～です。オルガンは2010年シャ
ルトル国際オルガンコンクールで優勝、ヨーロッパでのツアー
や日本の主要ホールで演奏活動を展開している石丸由佳さん。
ソプラノは世界の歌劇場、音楽祭に出演、超絶的な技巧と美し
い声を誇る日本を代表するソプラノ歌手の天羽明惠さん。モー
ツァルトの名モテットからグノー、カッチーニのアヴェ・マリア、
エルガーの名曲「威風堂々」をオルガン・ソロで楽しめるなど
盛りだくさんな内容です。

　JAXA（ジャクサ）協力のもと、巨大なロケットモデル
や人工衛星モデルが登場！ 星のトンネルを冒険して、
宇宙の謎を解き明かそう！

お問い合わせ／福島市音楽堂　TEL.024-531-6221 ※駐車台数に限りがありますので、バス・タクシー等の公共交通機関のご利用をお願いいたします。　※4歳未満のお子さまのご入場はお断りいたします。
※福島市音楽堂友の会では、託児サービスを実施いたします。詳しいお問い合わせは福島市音楽堂まで。

2015年12月19日（土）

開催日

13：30～開場　14：00～開演時 間

開催日

福島市音楽堂 大ホール場 所

2015年12月19日（土）
　　～2016年1月11日（月・祝）

開催日

9：30～17：00時 間

開催日

こむこむ4F 企画展示室場 所

福島市音楽堂 TEL.024-531-6221プレイガイド

一般前売　シングル／2,000円　学生／1,000円
会員前売　シングル／1,800円　学生／　900円
※当日券はお問い合わせください。

チケット（税込金額）［ 全席指定］

チケットぴあ［Pコード：258-805］
TEL.0570-02-9999（24時間受付）
【店　　　　　頭】MAXふくしま
　　　　　　　　  セブンイレブン
　　　　　　　　  サークルKサンクス
【インターネット】http://pia.jp/t/〈PC／携帯共通〉

福島市音楽堂 検索

ローソンチケット［Lコード：22382］
TEL.0570-084-002（24時間受付）
【店　　　　　頭】ローソンLoppi
【インターネット】http://l-tike.com/
　　　　　　　 　〈PC／携帯共通〉

※曲目・曲順は演奏者の希望により、変更となる場合がございます。

オルガン……………… 石丸由佳
ソプラノ ……………… 天羽明惠
フルート ……………… 木ノ脇道元
モーツァルト ………… モテット「踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」KV165
グノー ………………… アヴェ・マリア
カッチーニ…………… アヴェ・マリア
エルガー（E.ルメア編） 行進曲「威風堂々」Op.39第1番 二長調
ほか

出　演　者

プログラム

　11月10日～13日の4日間、コラッセふくしま3F企画展示室にて毎日新
聞社主催の「千の証言展」が開催されました。戦後70年の節目となる
今年、戦時中の貴重な記録や体験者の生の声を綴ったはがきなどを
多角的に展示し、戦争の悲惨さと平和の尊さを再認識しようと始まった
同展示会。期間中は約600名の方にお越しいただき、10日の基調講演
会には約160名の来場者で会場が埋め尽くされました。歴史がつなぐ戦
争の講話に、一人ひとりが真剣に耳を傾けているのが印象的でした。
　ご来場いただいたみなさま、本当にありがとうございました。

▲戦争体験を記したはがきの拡大パネルを真剣に見つめる来場者。 ▲戦争とはなにか、平和とはなにかを講話した毎日新聞編集委員の砂間裕之さん。

点灯時間 冬の企画展「SPACE WORLD」
～日本の宇宙開発展＆スペースワールド～」

　結成10年目を迎えた「スノラビ」の熱い演奏
をお楽しみください。

2015年12月6日（日）

開催日

14：00～時 間

開催日

こむこむ1F わいわいホール場 所

開催日 270名定 員

開催日 13：30～
会場前で整理券を配付
（1人2枚まで）

観覧方法

スノーラビットジャズオーケストラ
ウインターコンサート

入場料
無 料

お問い合わせ／福島市子どもの夢を育む施設 こむこむ　TEL.024-524-3131 ※12月と年始の休館日…12月1・8・15・22・31日、1月1日
※開館時間短縮のお知らせ…12月29～30日と1月2～3日は17：00閉館

入場料
無 料

ⒸAkira Muto

Ⓒ高嶋 ちぐさ

ラム肉ジンギスカン
（90分サラダバー付）

味付極上肉ジンギスカン
（90分サラダバー付）

イルミネーション ペアセットメニュー
（チョコレートフォンデュ付）

アサヒビール園福島四季の里店
　期間限定の「イルミネーション Special Menu」

が登場！暖かいレストランで素敵な夜景を見ながら

おいしいディナータイムをどうぞ。

ほかにもおすすめメニューがいっぱい。ご予約・お問い合わせは下記まで。

アサヒビール園
福島四季の里店

1,280円

1,480円

3,200円

（税別）

（税別）

（税別） ※休館日を除く

TEL.024-593-0113


