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NEW YEAR CONCERT 2018
仙台フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会

9：30～17：00

14：00～16：00

一般　　　　大・高校生　　  中学生以下

300円　　 200円 　　100円
(240円)　　　    (160円)　　　　(80円)

※4歳未満のお子さんは入場無料です。
※(　)内の金額は20名以上の団体利用時の料金です。
※チケットをご購入の方は同一人物の利用に限り、期間中何度でも再入場ができます。

※内容が一部変更になる場合がありますので、ご了承ください

■時　間／11：05～11：40＆13：30～14：05
■定　員／先着120名

こむこむダンスキングダム2017 ももりんの
クリスマスパーティー福島の学生のためのダンスイベントを開催！

ショーケース部門とバトル部門に
分かれてダンスを披露します！

クリスマスの音楽とお話を
聞きながら、楽しく盛り上がりましょう。

■時　間／13：00～17：00(仮)
■場　所／にぎわい広場

観覧無料

■定　員／先着200名
■料　金／無料

スノーラビット
ジャズオーケストラ 
ウィンターコンサート

クリスマス
A・O・Z大集合！！
フォルクローレ
コンサート

♪フォルクローレコンサート♪

食べたり、買ったり、作ったりで楽しい時間をぜひ！

■場　所／わいわいホール
■定　員／先着270名
■観覧方法／13：30～
　　　　　　整理券を配付(1人2枚まで)

スノーラビット
ジャズオーケストラ とは？

「子どもたちに大人が頑張っている姿を見せることで、
子どもたちに夢をもってもらう」ことを
目的に誕生した社会人バント

名曲コレクション

仙台フィルハーモニー
管弦楽団

2018年1月7日（日）
会　場／福島市音楽堂・大ホール

開場／14時30分　
開演／15時00分

前売券（全席指定）

4,000 円（学生／ 2,500 円）

3,500 円（学生／ 2,000 円）
・税込価格　・当日券 500 円増
・学生料金は大学院まで対象
・未就学児童の同伴入場はご遠慮ください

お問い合わせ / 仙台フィルサービス　022-225-3934

※やむを得ない事情により出演者・曲目などが変更になる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
※不可抗力により表記日時に催物を中止する場合以外は、料金の払い戻しをいたしません。
※ご来場の際には、近隣の駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。
※開演（演奏）中の客席への入退場は一切お断りします。

主催 / 公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団　　　共催 / 公益財団法人 福島市振興公社　福島テレビ　
協賛 / 東北電力株式会社　　　後援 / 福島市教育委員会　河北新報社　福島民報社　福島民友新聞社

※税込金額　※当日券は、お問い合わせください

お問い合わせ / 福島市音楽堂　TEL.024-531-6221

お問い合わせ / 福島市アクティブシニアセンター・アオウゼ　TEL.024-533-2344お問い合わせ / 福島市子どもの夢を育む施設 こむこむ館　TEL.024-524-3131

お問い合わせ / 福島市立図書館　TEL.024-531-6551お問い合わせ / 福島県立図書館　資料情報サービス部　TEL.024-535-3218

主催 / 福島市音楽堂（（公財）福島市振興公社）・福島市教育委員会
後援 / 福島民報社・福島民友新聞社・福島テレビ・テレビユー福島・福島中央テレビ・福島放送
※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。
※演奏途中からの入場はできない場合もございます。開演時間に遅れないようにお越しください。
※未就学のお子様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。

福島市音楽堂［インターネット］　
福島市音楽堂　検索

チケットぴあ 　P コード : 326-581
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 : 22664
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 >

指揮 : ヤツェク・カスプシック
　Juliusz Multarzynski

18歳未満の学生をご招待！
U-18ユースチケットとは…
音楽を通して未来を担う子どもたちを支援
するため、小学生～高校生
を仙台フィル主催公演にご
招待するものです。詳しくは、
QRコードからホームページ
へアクセスしてください。

プレイガイド
チケットぴあ、ローソンチケット、
イープラス、福島市音楽堂、

あきたや楽器店

S 席

A席

大杉 隼平
指揮：角田鋼亮

C

ニューイヤー・コンサート
ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

福島市制施行 110 周年記念事業　ヤツェク・カスプシック指揮

ワルシャワ国立
フィルハーモニー管弦楽団

2018年1月13日（土）
会　場／福島市音楽堂・大ホール

開場／14時30分　開演／15時00分

S ペア席 S席 S学生席
14,400 円 8,000 円 3,000 円

プレイガイド

一般前売

C

前売チケット発売中

前売券（全席指定） 前売チケット発売中

A ペア席 A席 A学生席
12,600 円 7,000 円 2,000 円一般前売

ピアノ : 牛田 智大（うしだ ともはる）
　 Ariga Terasawa
〈衣裳〉企画：（株）オンワード樫山／縫製：グッドヒル（株）
C

仙台フィル

プラネタ
リウム

コンロのつまみがしゃべりだす？　スプーンが歌いだす？
不思議なキッチンを舞台にした楽しい物語です！

12月16日（土）～1月14日（日）※休館日を除く

12月3日(日) 
10：00～16：00
12月23日(土・祝) 

時 間

入場料

4階 企画展示室場 所

アオウゼ  
多目的ホール、
小活動室、交流広場

会 場
こむこむから誕生した

　　　　オーケストラによる

　　　　　　　　ジャズコンサート

子どもから大人まで誰もがふらっと
参加できるイベントです。中南米音楽
（フォルクローレ）を聴きながら、楽しい
時間をA・O・Zでみんなで過ごしませんか？

【展示】

懐かしの雑誌たち

【イベント】
ちいさな
おはなしかい ふゆのおたのしみ会

時　間 9：30～19：00（土日祝は17：30まで）月曜休館

場　所 エントランスホール（展示コーナー）

その他 事前申込不要・参加無料

時　間 10：30～11：00（30分）
場　所 福島県立図書館　
その他

会　場 福島市立図書館3Ｆ会議室　
時　間 14：00～

対　象 4才～小学生のお子様
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください

０歳～３歳くらいまでの赤ちゃんと
保護者と一緒にわらべうたやおはな
しを楽しみます。毎月、第２木曜日に
開催しています。

昭和から平成にかけて一世を風靡した、たくさ
んの雑誌たち。そのなかでも、「改造」や「朝日
ソノラマ」「毎日グラフ」など現在は廃刊や休刊
になってしまった雑誌に光をあて、その時代を
彩った懐かしい雑誌を展示しています。

①にんぎょうげき「こぶとりじいさん」
②ブラックパネルシアター「まっくろ
ネリノ」③ブックトーク「もぐってみよ
う！」④工作「ひょっこりもぐらくん」な
ど様々なプログラムを行います。

12月23日(土・祝) 

開催中～12月27日（水） 12月14日（木） 12月16日（土）

12月24日(日) ・25日(月) 
こむこむが白熱した

ダンス会場になる！

( 公財 ) 福島市振興公社 賛助会事業　　特別賛助 福島信用金庫( 公財 ) 福島市振興公社 賛助会事業　　特別賛助 福島信用金庫

主催 / 福島市音楽堂（（公財）福島市振興公社）
共催 / 福島市教育委員会 　特別賛助 / 福島信用金庫

後援 / 福島民報社・福島民友新聞社・福島テレビ・テレビユー福島・ラジオ福島・FMポコ
※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。

お問い合わせ / 福島市音楽堂　　TEL.024-531-6221

パイプオルガン
クリスマスコンサート
パイプオルガン
クリスマスコンサート

冬の企画展

キッチン
アドベンチャー

～今夜はシチューの予感～

福島県立
図書館

福島市立
図書館

アオウゼ

12月と1月の休館日…12月5・12・19・31日、1月1・9・16・23・30日
(火曜日が休館日ですが、公立学校の長期休業期間中(12/24～1/7)は無休です)
※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

12月の休館日…12月4・7・11・18・25・28・29・30・31日
開館時間…平日9:30～19:00　土･日･祝日9:30～17:30

開館時間…9：00～21：00

12月の休館日…毎週火曜日、28～31日
開館時間…月・水～土曜日　9：30～19：00
　　　　　    日曜日・祝日　9：30～17：30

第1部  10:00～12:00  
★折り紙で作るクリスマスツリー
★モールで作るクリスマスリース
★ペーパークラフトのメッセージカード入れ  など    

申込不要
参加費無料

申込不要
参加費無料

第2部  13:00～16:00　開場12：30  

出　店  11:00～16:00  

※一度に体験していただく人数に限りがありますので、
　お待ちいただく場合があります。  

一般前売　全席自由500円（税込）
※4歳未満入場不可

前売チケット
発売中

2017年12月17日（日）
開場／13時30分　開演／14時00分
会場／福島市音楽堂・大ホール

●水野　均 （パイプオルガン）
●福島市立福島第三小学校特設音楽部
　（合唱指揮 ／佐々木　信晴）

福島市音楽堂［インターネット］
ローソンチケット　［Lコード : 22564］　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>

日 時

出演者

料 金

プレイガイド
福島市音楽堂

福島市音楽堂

定員は

ありません

水野　均 氏


