
2月の
特集

寒い冬でも心があったまるイベントが充実のここ福島。
見て、聞いて、心で感じて、2016年「冬」の思い出を作りましょう。

福島のイベント情報
冬がもっと楽しくなる♪

日伊国交樹立150周年記念 特別展  レオナルド・ダ・ヴィンチ  天才の挑戦

お問い合わせ　福島市アクティブシニアセンターA・O・Z（アオウゼ）　TEL.024-533-2344

　福島を文化薫る都市にするため
にアオウゼで募集した詩のなかか
ら、優秀作品を選考委員長の和合亮
一さんが発表します。また、ピアノや
ヴィオリラ、尺八の演奏もあります。

　日本初公開の絵画「糸巻きの聖母」と
直筆ノート「鳥の飛翔に関する手稿」を
中心に紹介します。2点とも、「見えない
世界」を探ろうとしたダビンチによる
人間観察・自然研究が集約された円熟
期の傑作とされます。イタリアが生んだ
天才の挑戦に触れることができる貴重
な展覧会です。

お問い合わせ　コラッセふくしま にぎわいイベント受付　TEL.024-525-4098

□□□□

気球空撮写真のパノラマ大判作品展

「福島を詩の街に」音楽祭 耳で聴く賢治の名作 ～賢治作品鑑賞会～
開催日

時　間

13：00～15：30

2016年2月14日（日）

会　場

MAXふくしま4Fアオウゼ 多目的ホール
入場料

無料

時　間 9：30～17：30（最終入館は30分前まで）※土曜日は19：30まで

開催日 2016年1月16日（土）～4月10日（日）

会　場 江戸東京博物館 1階特別展示室（東京都墨田区横網1-4-1）

休館日 毎週月曜日（ただし、1月18日、3月21日・28日は開館、3月22日（火）は休館）

チケット
（税込価格）

一般／1,450円　大学生・専門学校生／1,160円
小・中学生・高校生・65歳以上／730円

　気候条件が整わないと飛ばせない気球。その気球にカメラを搭載し、はるか
上空より写すその景色は迫力と臨場感があります。空撮した大パノラマ写真や、
県内の様々な場所を上空より見おろした景色を大判プリントにして展示します。
　厳選された渾身の一枚をぜひご覧ください。

開催日

時　間 10：00～16：00（25日は15：00まで）

2016年2月22日（月）～25日（木）

会　場 コラッセふくしま1F アトリウム

山形市 山寺芭蕉記念館 会津若松市 会津鶴ヶ城

本宮市 アサヒビール福島工場
福島市西口 三河台小学校～荒川

猪苗代町 亀ヶ城公園

入場料 無料

　宮沢賢治の名作「セロ弾きの
ゴーシュ」、「どんぐりと山猫」な
どを朗読ディスクで紹介します。

開催日

時　間

14：00～15：30

2016年2月16日（火）

会　場

MAXふくしま4Fアオウゼ 視聴覚室
入場料

無料

※展示内容は予告なく変更となる場合があります。
※当日の展示写真はすべてモノクロとなります。

ヨハネス・フェルメール〈水差しを持つ女〉1662年頃
油彩、カンヴァス　45.7×40.6cm
メトロポリタン美術館、ニューヨーク

Marquand Collection,Gift of Henry G. Marquand, 1889（89.15.21）
Photo Credit：Image copyrightⒸThe Metropolitan Museum of Art.

Image source：Art Resouce, NY

TEL.024-535-0770

福島民報社本社　郡山本社　各支社・支局
福島民報販売店、福島県文化センター、福島県庁消費組合、福島市
役所売店、 福島交通 飯坂線福島駅、飯坂線桜水駅、飯坂線飯坂温泉
駅、中合福島店、郡山市民文化センター、うすい百貨店、會津風雅堂、
喜多方プラザ、チケットぴあ（Pコード：767-227）、ローソンチケット
（Lコード：25373）、セブンチケットほか

大学生 高校生一　般

入場料

前売券

当日券

※中学生以下は無料

1,300円 900円 600円
1,500円 1,100円 800円

前売券は1月15日（金）～4月5日（火）までの販売となります。前売券販売所
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開催日 

時　間 

会　場

9：30～17：00（最終入館は30分前まで）
2016年4月6日(水)～5月8日(日)
福島県立美術館　　

休　館　日
4月11日（月）
4月18日（月）
4月25日（月）

※4月10日（日）、4月23日（土）、4月30日（土）、5月7日（土）は19：00まで開館

お問い合わせ

レオナルド・ダ・ヴィンチ
「糸巻きの聖母」

１５０１年頃
バクルー・リビング・ヘリテージ・トラスト 
© The Buccleuch Living Heritage Trust

ミュージック・フロム・ジャパン 音楽による福島まち造り2016

　飯舘村民と福島県民の心の復興に寄与すべく、ミュージック・フロム・ジャパンが村の為に委嘱した
作品を合唱に編曲し、また飯舘村のまでい大使・Yaeを迎え、「までいの心 音楽祭」を開催します。 プログラム

作詞：伊武トーマ
作曲：山根明季子　

歌：飯舘村立小学校の
　 子どもたち&Yae

作詞：若松丈太郎
作曲：佐々木冬彦

歌：福島高等学校合唱団
ヴァイオリン・ピアノ

作詞：長田弘
作曲：湯浅譲二

歌：福島高等学校合唱団

作句：黛まどか
作曲：嶋津武仁

歌：福島高等学校合唱団

13：30～ 基調講演（飯舘村長 菅野典雄）

ふれあい交流レセプション

14：30～ 「おやすみなさい」

 「飯舘の四季・四句」 

 「ひとであるあかしとして」 

 「ときよめぐれ（までいのロンド）」

コンサート第一部 （ミュージック･フロム･ジャパン委嘱作品集）

コンサート第二部 シンガーソングライターYaeから飯舘への贈り物

Yae（シンガーソングライター※加藤登紀子の娘）
越田太郎丸（ギター）、その他

曲名：名も知らぬ花のように、ツチトテ、そこらじゅうに神様
（ミュージック・フロム・ジャパン委嘱曲含む） ※都合により曲名が変更になる場合があります。

16：00～  会場：福島市古関裕而記念館 記念館サロン

1

2
1.飯舘村立小学校の子どもたち
2.福島高等学校合唱団

飯舘村長 菅野典雄

シンガーソングライター

飯舘村
までい大使 

Yae

チケット(税込価格)　【全席自由】 チケット取り扱い

4,000円（講演＆コンサート）
5,000円（ふれあい交流レセプション込み）

福島市音楽堂 TEL.024-531-6221
福島テルサ TEL.024-521-1500

開催日  
時　間

会　場  

2016年 2月6日（土）
開 場 13：00～／開 演 13：30～
福島市音楽堂 大ホール

主　催   音楽による福島まち造り実行委員会　ミュージック・フロム・ジャパン

プレイガイド
福島市音楽堂
TEL.024-531-6221
［インターネット］

お問い合わせ　福島市音楽堂　TEL.024-531-6221

神尾真由子 &

ベルリン・バロック・ゾリステン

ジョナサン・ケリー
ベルリン・フィルが誇る“超”モダンなバロック・アンサンブルと日本が生んだ世界のソリスト、神尾真由子、夢の競演！

S席 S学生席Sペア席

一般前売

会員前売

10,800円 6,000円 2,000円
9,700円 5,400円 1,800円

A席 A学生席Aペア席

7,200円 4,000円 1,000円
6,400円 3,600円 900円

※当日券は、お問い合わせください。

チケットぴあ
Pコード：258-809
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〉

ローソンチケット
Lコード：22384
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〉

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ：オーボエ協奏曲 変ロ長調 Wq164
（オーボエ・ソロ：ジョナサン・ケリー）

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043
（ヴァイオリン・ソロ：神尾真由子、ダニエル・ゲーテ）

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ：合奏協奏曲 ト長調 H667
A.ヴィヴァルディ：オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 変ロ長調 RV548
（ヴァイオリン・ソロ：ダニエル・ゲーテ／オーボエ・ソロ：ジョナサン・ケリー）

A.ヴィヴァルディ：4つのヴァイオリンのための協奏曲 ヘ長調 RV567
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ：オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 BWV1060
（ヴァイオリン・ソロ：神尾真由子／オーボエ・ソロ：ジョナサン・ケリー）

プログラム ※曲目・曲順は変更となる場合がございます。 チケット 【全席指定】
税込金額

福島市音楽堂 検索

with

ⒸShion Isaka

開場 13：30～／開演 14：00～開場 13：30～／開演 14：00～
福島市音楽堂 大ホール福島市音楽堂 大ホール

2月 7日（日）2月 7日（日）
2016年 2016年 


