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音
楽

富士市

和楽器と洋楽器が織りなすエンターテイメント！邦楽の既成概念を
打破し続けるCollaborationシリーズ。

富士市文化会館ロゼシアター 中ホール
6/24（土）18:00～ 高校生料金:1,000円

デーモン閣下の邦楽維新 Collaboration

静岡市

バンドネオンとピアノでピアソラ：リベルタンゴなど、名曲を聴くコンサート。

静岡音楽館AOI
7/8（土）15:00～ 高校生料金:1,000円

子どものためのコンサート
三浦一馬 バンドネオンの世界

 ⓒToshinori Iida ⓒVictor Entertainment

音
楽

静岡市

ユネスコ無形文化遺産の「人形浄瑠璃　文楽」をこどもから大人まで
一緒に楽しめる解説付きの公演とワークショップ。

グランシップ 中ホール・大地
7/9（日）11:00～/14:30～

にっぽんこども劇場 ～文楽わんだーらんど～

高校生料金:1,000円

伝統
芸能

音
楽

富士市

「マツケンサンバ」でおなじみ、松平健の歌い踊る元気で明るいステージ
をお楽しみに！

富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
7/17（月・祝）16:00～ 高校生料金:1,000円

松平健コンサート2023

音
楽

静岡市

国内外で注目を集めるバンドネオン奏者・三浦一馬率いる室内オーケスト
ラ公演。神奈川フィルコンサートマスターの石田泰尚など、男性17名で
の迫力あるコンサート。

グランシップ 中ホール・大地
7/22（土）14:00～ 高校生料金:1,000円

東京グランド・ソロイスツ 三浦一馬〔バンドネオン〕

 Ⓒ日本コロムビア

静岡市

伽倻琴など韓国の伝統楽器に、二十五弦の改良伽倻琴や鐵弦琴の演奏。
さらに舞踊も。

静岡音楽館AOI
7/22（土）15:00～ 高校生料金:1,000円

韓国の伝統舞踊と音楽

音
楽

御殿場市

御殿場市を中心に活動するアマチュアオーケストラの定期演奏会。

御殿場市民会館 大ホール
6/25（日）14:00～ 高校生料金:1,500円

「ごてんばの日」記念事業 Mt.Fuji交響楽団
第13回（創立15周年記念）定期演奏会

音
楽

静岡市

落語、講談、浪曲の季節感ある怪談噺を聴き比べ。出演：立川談笑、神田
阿久鯉、玉川奈々福、林家つる子

グランシップ 中ホール・大地
7/23（日）14:00～

グランシップ寄席 ～ニホンノコワイハナシ～

高校生料金:1,000円

立川談笑 玉川奈々福 林家つる子神田阿久鯉

伝統
芸能

静岡市

4年ぶりとなる松竹大歌舞伎。演目：菊畑、土蜘　出演：尾上松緑、
坂東亀蔵、中村梅枝、中村萬太郎、坂東新悟、尾上左近

静岡市民文化会館 中ホール
7/17（月・祝）12:30～/17:00～

松竹大歌舞伎

高校生料金:2,000円

伝統
芸能

音
楽

浜松市

日本のジャズ＆フュージョン界のトップランナー、国府弘子と7人の仲間
たちが贈る特別なジャズ・コンサート。

アクトシティ浜松 中ホール
7/17（月・祝）17:00～ 高校生料金:1,000円

国府弘子のファンタスティック8

焼津市

 K-mixパーソナリティでおなじみ、久保ひとみ、京太朗と晴彦が贈る爆笑
トーク＆ライブ！

焼津文化会館 小ホール
7/23（日）15:00～ 高校生料金:1,000円

久保ちゃん・京ちゃん・晴ちゃんの
焼津でわくわくコンサート

音
楽

楽しくわかりやすい解説「歌舞伎のみかた」と、近松門左衛門の名作
「日本振袖始」を上演。出演：中村扇雀、中村虎之介　ほか

グランシップ 中ホール・大地
6/26（月）11:00～/14:30～

国立劇場 歌舞伎鑑賞教室

高校生料金:1,000円
静岡市

伝統
芸能

素戔嗚尊（中村虎之介）岩長姫実ハ八岐大蛇（中村扇雀）

に ほんふりそではじめ
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音
楽

静岡市

親子で楽しめる1時間のオルガン･コンサート。クラシックの名曲から
アニメ音楽まで。

静岡音楽館AOI
7/26（水）11:30～ 高校生料金:500円

オルガン￥500コンサート
夏休みコンサート 木村理佐

静岡市

世界中の子どもたちを夢中にさせる世界の演劇・パフォーマンスをお届け！
国や言葉の壁を超えた多彩なステージ！

グランシップ 中ホール・大地
8/4（金）～6（日）時間は　　　　　各プログラムによる 高校生料金:1,000円

グランシップ世界のこども劇場2023

演
劇

ⓒMichael Galvez

菊川市

世界中の子どもたちを夢中にさせる世界の演劇・パフォーマンスをお届け！
国や言葉の壁を超えた多彩なステージ！

菊川文化会館アエル　
8/2（水）10:30～ 高校生料金:1,000円

【グランシップ出前公演】
世界のこども劇場2023

演
劇

ⓒChristian Cornejo

音
楽

静岡市

県内で活躍するビッグバンドがグランシップに集結し、熱いパフォーマンス
を披露。誰もが楽しめる真夏のジャズフェスティバル。

グランシップ 大ホール・海
8/13（日）14:00～ 高校生料金:前売1,000円 当日1,200円

グランシップ
ビッグバンド・ジャズ・フェスティバル2023

焼津市

オーボエとギターで綴る、思い出のメロディーとシネマ名曲選！

焼津文化会館 小ホール
8/19（土）14:00～ 高校生料金2,000円

古部賢一＆鈴木大介
【オーボエ×ギター】デュオ・コンサート

ⓒ土居政則 ⓒNaoya Ikegami

音
楽

音
楽

静岡市

日本ジャズ界においてもっとも注目を集めている若手ジャズ･ピアニスト、
桑原あいによるジャズ･ライヴ。

静岡音楽館AOI
8/19（土）15:00～ 高校生料金:1,000円

桑原あい ジャズ･ピアノ･ライヴ

焼津市

パリ、ロンドン、ローマを圧巻したバレエ団がお届けする、最高の
クラシック・バレエ！若きダンサーが魅せる輝きと進化。ウクライナ
が誇る至宝が２年越しの来日！

焼津文化会館 大ホール
8/20（日）14:00～ 高校生料金:3,500円

キーウ・クラシック・バレエ「白鳥の湖」

バレ
エ

音
楽

富士市

超絶技巧に加え、超人的なパフォーマンスをお楽しみください。

富士市文化会館ロゼシアター 中ホール
9/2（土）17:00～高校生料金:1,000円

Ｈ ＺＥＴＴ Ｍ  ピアノ独演会2023
九月 －富士の陣2－

静岡市

作家・岩下尚史さんが「人形浄瑠璃　文楽」の魅力についてご紹介。人形遣い
の桐竹勘十郎さん（人間国宝）を迎え、人形の仕組みや見どころをご案内。

グランシップ 6階交流ホール
8/26（土）14:00～
グランシップ伝統芸能講演会
～岩下尚史の伝統芸能へようこそ！～

高校生料金:1,000円

講演
会

独演
会

焼津市

今年もあいつがやってくる…。稲川淳二が贈る恐怖と感動の怪談
エンターテイメント！

焼津文化会館 大ホール
9/2（土）16:30～ 高校生料金:2,500円

MYSTERY NIGHT TOUR 2023
稲川淳二の怪談ナイト

音
楽

浜松市

第30回日本クラシック音楽コンクール第1位。

アクトシティ浜松 音楽工房ホール
7/30（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

アクト・ニューアーティスト・シリーズ No.139
児玉隼人（トランペット）
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静岡市

静岡市清水文化会館マリナートの音楽アドバイザー･須川展也と静岡
音楽館AOI芸術監督･野平一郎の共演によるフランス音楽。

静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
9/3（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

静岡･室内楽フェスティバル2023
須川展也(サクソフォン)＆野平一郎(ピアノ) デュオ・コンサート

ⒸYOKO SHIMAZAKI

音
楽

静岡市

能楽の魅力や演目の見どころを実演を交えて分かりやすく解説。はじめて
能を観る方におすすめ！

グランシップ 中ホール・大地
9/10（日）14:00～

グランシップ静岡能 能楽入門公演

高校生料金:1,000円

伝統
芸能

音
楽

静岡市

国内外で活躍しているジャズ作曲家・挾間美帆が率いるビッグバンド
m_unitのメンバーによるコンサート。

グランシップ 中ホール・大地
9/23（土・祝）17:00～ 高校生料金:1,000円

挾間美帆 m_unit

ⓒAgnete Schlichtkrull

演
劇

御前崎市

さとうまきこ原作の児童書を人形劇団ひとみ座が人形劇で上演。

御前崎市民会館
9/24（日）13:30～ 高校生料金:800円

人形劇「9月0日大冒険」

音
楽

富士宮市

地元で活躍する音楽家によるクラシックコンサート。ピアノと弦楽
アンサンブル。

富士宮市民文化会館 大ホール
10/8（日）14:00～ 高校生料金:500円

宮のおんがくかい vol.12

音
楽

静岡市

2019年、チャイコフスキー国際コンクールの覇者、アレクサンドル･
カントロフによる演奏で、ブラームス、リスト、シューベルトを聴く。

静岡音楽館AOI
10/8（日）15:00～ 高校生料金:1,000円

アレクサンドル･カントロフ ピアノ･リサイタル

ⓒSasha Gusov

静岡市

ユネスコ無形文化遺産である「人形浄瑠璃　文楽」を県内で鑑賞できる唯一の機会。
【昼の部】「義経千本桜」～椎の木の段～すしやの段
【夜の部】「桂川連理柵」～六角堂の段～帯屋の段～道行朧の桂川

グランシップ 中ホール・大地
10/8（日）13:00～/17:30～

人形浄瑠璃 文楽

高校生料金:1,000円

伝統
芸能

写真：青木信二

静岡市

静岡から多くの演奏家を輩出している「静岡の名手たち」オーディション
の合格者によるコンサート。

静岡音楽館AOI　
9/16（土）18:00～ 高校生料金:1,000円

第27回「静岡の名手たち」
オーディション合格者によるコンサート

音
楽

富士市

鷲尾麻衣（ソプラノ）と工藤和真（テノール）による演奏と楽しいトーク、
贅沢なひとときを召し上がれ！

富士市文化会館ロゼシアター 小ホール
9/22（金）19:00～ 高校生料金:1,000円

ロゼ・クラシックカフェ・コンサートvol.8
「ロマンティックな歌たち」

音
楽

静岡市

清水出身の春風亭昇太をはじめ実力派の噺家たちが出演。

静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
10/9（月・祝）14:00～

第11回清水にぎわい落語まつり

伝統
芸能

音
楽

浜松市

仙台国際音楽コンクール第3位。

アクトシティ浜松 音楽工房ホール
9/24（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

アクト・ニューアーティスト・シリーズNo.140
太田糸音（ピアノ）

音
楽

浜松市

「現在世界最高のメゾの一人」と評価を受けるメゾソプラノ歌手。

アクトシティ浜松 中ホール
10/2（月）19:00～ 高校生料金:1,500円

アクト・プレミアム・シリーズVol.32
藤村実穂子（メゾソプラノ）

ⒸRandG Photography
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静岡市

福田進一、鈴木大介、大萩康司、村治奏一の4人によるコンサート。

静岡音楽館AOI
10/14（土）15:00～ 高校生料金:1,000円

静岡･室内楽フェスティバル2023
新生 ジャパン･ギター･カルテット

音
楽

ⓒTakanori Ishii ⓒYoshinobu Fukaya ⓒSHIMON  SEKIYA

静岡市

2023年本屋大賞ノミネートの小説『ラブカは静かに弓を持つ』を題材
に作家、チェリストを迎え、作品の世界観に迫る文学と音楽のクロス
オーバー企画。

グランシップ 中ホール・大地
10/15（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

本と音楽の素敵な出会い
ラブカは静かに弓を持つ

撮影／HAL KUZUYA ⓒTakashi Okamoto

音
楽

富士市

スイスの名門チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団と豪華メンバーによる
クラシックコンサート。

富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
10/20（金）19：00～ 高校生料金:5,000円

チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団
指揮／パ－ヴォ・ヤルヴィ　ピアノ／ブルース・リウ

ⒸYanzhang

音
楽

静岡市

50人超の市民による大型舞台公演。戦国武将を題材に奇想天外な物語！

静岡市民文化会館 中ホール
10/21（土）・22（日）時間未定

ラウドヒル計画 大型公演

演
劇

磐田市

国連平和賞受賞、グラミー賞ノミネートの世界的サルサバンド。

磐田市民文化会館「かたりあ」
10/29（日）16:00～ 高校生料金:1,000円

オルケスタ・デ・ラ・ルス

音
楽

静岡市

川端康成の名作を舞台化。作中に登場する風光明媚な地の映像を
組み入れ、その場所を訪れたくさせる。

静岡芸術劇場
10～11月 高校生料金:1,000円

伊豆の踊子
台本・演出：多田淳之介 映像監修：本広克行

演
劇

ⓒ青木司

御殿場市

子どもから大人まで誰もがクラシック音楽を楽しめる気軽なコンサート。
楽器体験なども実施。

御殿場市民会館 大ホール 他
11/5（日）10:00～ 高校生料金:500円

「ごてんばの日」記念事業 Mt.Fuji交響楽団が贈る音楽の森
～0歳から聴けるオーケストラコンサート～

音
楽

菊川市

明治時代に「女性もスポーツをする」という新しい常識をつくるために
尽力した井口阿くり先生の物語。

菊川文化会館アエル 大ホール
11/5（日）14:00～ 高校生料金:1,500円

わらび座 ミュージカル
「いつだって青空～ブルマー先生の夢～」

演
劇

静岡市

静岡音楽館AOI専属弦楽四重奏団よるコンサート。名演と誉れ高いバ
ルトークに加え、ギターの小暮浩史とともに、ボッケリーニのギター五
重奏曲2曲を演奏。

静岡音楽館AOI
11/11（土）18:00～ 高校生料金:1,000円

静岡･室内楽フェスティバル2023
AOI･レジデンス･クヮルテット ＆ 小暮浩史（ギター）

ⓒAkira Muto ⓒ島崎陽子 ⓒ林喜代種

音
楽

静岡市

2021年第18回ショパン国際ピアノ・コンクール第2位、2015年浜松
国際ピアノ・コンクールで優勝した A.ガジェヴのピアノ・リサイタル。

グランシップ 中ホール・大地
10/23（月）19:00～ 高校生料金:1,000円

グランシップ リサイタル・シリーズ
アレクサンダー・ガジェヴ ピアノ・リサイタル

ⓒAndrej Grilc

音
楽

音
楽

浜松市

浜松出身の日本を代表するピアニストが取り組むリサイタル・シリーズ。

アクトシティ浜松 中ホール
10/15（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

The Road to 2027　プロジェクト in 浜松
仲道郁代　ピアノ・リサイタルVol.8「ブラームスの想念」

三島市

男性8人組による舞台公演。第五福竜丸事件を題材にした作品を上演。

三島市民文化会館 大ホール
11/3（金・祝）時間未定

ラウドヒル計画 エイトビート
「Five Star」三島公演

演
劇

高校生料金:1,000円
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三島市

5人の言葉の表現者が織り成す40編の創作現代詩を、本人の解説と
ともに披露します。

三島市民文化会館
11/12（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

【グランシップ出前公演】
2023年しずおか連詩の会in三島

講演
会

静岡市

日本を代表するオーケストラ東京都交響楽団、指揮・小泉和裕、
ヴァイオリン・三浦文彰によるコンサート。曲目：ベートーヴェン／
交響曲第5番「運命」、ブルッフ／ヴァイオリン協奏曲第1番

グランシップ 中ホール・大地
11/18（土）14:00～ 高校生料金:1,000円

東京都交響楽団 名曲コンサート
指揮：小泉和裕 ヴァイオリン：三浦文彰

ⓒYuji HoriⓒIvan Malý

音
楽

焼津市

世界が注目する11歳の天才ヴァイオリニストの親子共演。

焼津文化会館 大ホール
11/18（土）14:00～ 高校生料金:1,000円

HIMARI×吉田恭子 DUOコンサート

ⓒ岩切 等

音
楽

富士市

シエナ・ウインド・オーケストラによる吹奏楽コンサート。

富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
11/23（木・祝）時間未定 高校生料金:1,000円

シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会

ⓒkenji Shimizu

音
楽

音
楽

静岡市

ウィーンを代表するピアニスト、ティルフェルナーがシューベルト、
シェーンベルク、モーツァルト、ベートーヴェンの作品を演奏。

静岡音楽館AOI
11/26（日）15:00～ 高校生料金:1,000円

ティル･フェルナー ピアノ･リサイタル

ⓒFran Kaufmann

音
楽

静岡市

2021年第18回ショパン国際ピアノ・コンクールで第4位に入賞し、
人気実力とも抜群の小林愛実のピアノ・リサイタル。

グランシップ 中ホール・大地
11/29（水）19:00～ 高校生料金:1,000円

グランシップ リサイタル・シリーズ
小林愛実 ピアノ・リサイタル

ⓒMakoto Nakagawa

焼津市

幸田浩子（ソプラノ）、Jスコラーズ（声楽）、榎本潤（ピアノ）によるコンサート。

大井川文化会館ミュージコ
12/3（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

『歌声の響演』幸田浩子＆Jスコラーズコンサート

音
楽

静岡市

バッハ以前の教会音楽として最大の作品、モンテヴェルディの《聖母
マリアの夕べの祈り》を聴く。

静岡音楽館AOI
12/9（土）15:00～ 高校生料金:1,000円

C.モンテヴェルディ：聖母マリアの夕べの祈り

音
楽

音楽、伝統芸能、演劇など様々な分野のアートに
たくさん出会えます。素晴らしい世界に会いに行こう！

高校生のチケット代はオトク！

グランシップをはじめ、県内各地のホールや劇場が開催する公演の
高校生料金は、大人のチケット料金に比べてとてもお得になっています。
これは静岡県の高校生のみなさんに、国内外で活躍するアーティスト
たちの多彩なパフォーマンスに触れる機会をたくさんお届けしたいから。
今だけの特別な時期にいろいろな体験をしてみよう！

音
楽

浜松市

大人気ピアニストによる、現代曲と映像の世界。

アクトシティ浜松 中ホール
12/1（金）19:00～ 高校生料金:1,500円

アクト・プレミアム・シリーズVol.33
アリス＝紗良・オット（ピアノ・映像）

ⓒ Pascal Albandopulos

音
楽

浜松市

ダブリン国際ピアノコンクール第1位。リスト国際ピアノコンクール第1位。

アクトシティ浜松 音楽工房ホール
12/10（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

アクト・ニューアーティスト・シリーズNo.141
黒木雪音（ピアノ）
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音
楽

静岡市

こどもから大人まで誰もが気軽に楽しめるクリスマスコンサート。　
指揮：松村詩史、管弦楽：静岡フィルハーモニー管弦楽団

グランシップ 大ホール・海
12/17（日）14:30～ 高校生料金:500円

グランシップ冬のおくりもの
こどもたちのための静フィルクリスマスコンサート

静岡市

全国のカフェ、雑貨屋、パン屋など様々な空間で世界各地の映画を
上演するキノ・イグルーがグランシップのためにセレクトした作品を
特別な空間で上映。

グランシップ 大ホール・海
12/17（日）10:30～ 高校生料金:500円

グランシップ冬のおくりもの
キノ・イグルーの不思議の国のえいがかん

映
画

音
楽

静岡市

クリスマスの季節に荘厳なパイプオルガンの響きを気軽に聴く1時間の
コンサート。

静岡音楽館AOI
12/23（土）14:00～ 高校生料金:500円

オルガン￥500コンサート
クリスマス★コンサート 中田恵子

ⓒ Taira Tairadate

音
楽

静岡市

バッハ、ブリテンほかの無伴奏チェロ作品を、ジュネーヴ国際音楽コンクール
で優勝した活躍著しい若手チェロ奏者、上野通明の演奏で聴く。

静岡音楽館AOI
2024 1/13（土）15:00～ 高校生料金:1,000円

ライジング･スター 上野通明
無伴奏チェロ･リサイタル

音
楽

焼津市

藤原道山（尺八）、ＳＩＮＳＫＥ（マリンバ）によるコンサート。日本人作曲家
の名曲の数々に、世界の作曲家の名曲を織り交ぜてお届けします。

大井川文化会館ミュージコ
2024 1/14（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

藤原道山×SINSKE 東方見聞録

静岡市

H ZETTRIOやソロで活躍するピアニスト・H ZETT Mと神奈川フィル
ハーモニー管弦楽団による異色のコラボレーション。

グランシップ 大ホール・海
2024 1/21（日）17:00～ 高校生料金:1,000円

H ZETT M×神奈川フィルハーモニー管弦楽団
「新しいチカラ」

音
楽

静岡市

日本人の美意識を論理的に言語化していった谷崎純一郎の初期小説
作品を、新鋭・石神夏希の演出で舞台化。

静岡芸術劇場
12月 高校生料金:1,000円

お艶と新助（仮）
演出：石神夏希 作：谷崎潤一郎

演
劇

ⓒ三浦興一

ⓒ藤本史昭

静岡市

リヒャルト・シュトラウス作曲のオペラで知られる傑作を、明治時代の
日本に置き換え、軽快な喜劇として上演。

静岡芸術劇場
2024 1～3月 高校生料金:1,000円

ばらの騎士
演出：宮城聰&寺内亜矢子 作：フーゴ・フォン・ホーフマンスタール

ⓒ猪熊康夫

演
劇

ⓒAnne Laure-Lechat

焼津市

和楽器マルチプレーヤー「井上姉妹」と、西アフリカの伝統楽器プレーヤー
「ベノワ・ミロゴ」によるリズミカルで圧倒的なパフォーマンス！

焼津文化会館 小ホール
2024 1/8（月・祝）15:00～ 高校生料金:2,000円

井上姉妹×ベノワ・ミロゴ＜和楽器×アフリカン＞

音
楽

浜松市

大人気狂言師、野村萬斎による浜松オリジナル演出の能・狂言公演。

アクトシティ浜松 大ホール
12/17（日）15:00～

野村萬斎監修「アクトシティ能・狂言」

高校生料金:1,500円

伝統
芸能
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静岡市

新春に本格的な能楽を堪能できる宝生流能楽師による能楽公演。

グランシップ 中ホール・大地
2024 /1/27（土）14:00～

グランシップ静岡能（宝生流）

高校生料金:1,000円

伝統
芸能

磐田市

クラシックからタンゴ、ジブリ作品まで演奏する人気ハーモニカ集団・
スヴェングによるコンサート。　

アミューズ豊田 ゆやホール
2024 1/27（土）14:00～ 高校生料金:1,000円

【グランシップ出前公演】
フィンランド発 驚異のハーモニカ・カルテット「スヴェング」

音
楽

菊川市

トロンボーン奏者・加藤直明さんを迎え、心弾むコンサートをお贈りします。

菊川文化会館アエル 小ホール
2024 1/27（土）14:00～ 高校生料金:500円

ふれあいクラシック2024
－きくがわにおんがくのたねを－

音
楽

ⓒAyane Shindo

静岡市

三絃の藤本昭子が、人間国宝 鶴澤津賀寿（義太夫三味線）、岡村慎太郎
（箏）、藤原道山（尺八）の実力派3人とともに古典の魅力を披露。

静岡音楽館AOI　
2024 1/27（土）15:00～ 高校生料金:1,000円

伝承の力 古典の現在(いま) 藤本昭子の地歌

音
楽

静岡市

ベルリン･フィルのコンサート･マスター樫本大進と、名ピアニストエリック･
ル･サージュが、ブラームスとシューマンのヴァイオリン･ソナタを演奏する。

静岡音楽館AOI　
2024 2/2（金）19:00～ 高校生料金:1,000円

樫本大進（ヴァイオリン）＆
エリック･ル･サージュ（ピアノ）デュオ･リサイタル

ⓒKeita Osada (Ossa Mondo A&D)

音
楽

静岡市

時代を追って日本歌曲をご紹介する「日本歌曲の系譜」シリーズの
番外編。日本の大衆歌曲と流行歌に焦点をあてたプログラム。

静岡音楽館AOI
2024 2/23（金・祝）15:00～ 高校生料金:1,000円

「日本歌曲の系譜」シリーズ番外編
大衆歌曲と流行歌の歴史

音
楽

ⓒ Toru Hiraiwa

吉田町

ジャズビッグバンド『ザ・スイングハード・オーケストラ』による繊細で
力強いジャズのセッションを開催。

吉田町学習ホール
2024 3/3（日）17:30～ 高校生料金:1,000円

スプリング　ジャズ　ライブ

音
楽

静岡市

1時間で気軽にパイプオルガンを楽しめるコンサート。

静岡音楽館AOI
2024 3/16（土）14:00～ 高校生料金:500円

オルガン￥500コンサート
スプリング･コンサート 三原麻里

音
楽

静岡市

2008年に渡米し、現在はジャズ・ピアニストとしてニューヨークを拠点に
多彩な活動をしている大江千里。大江ワールドを存分に味わっていただける
グランシップだけの特別なプログラム。

グランシップ　中ホール・大地
2024 3/3（日）15:00～ 高校生料金:1,000円

大江千里 ひな祭り ジャズ・ライヴ

音
楽

浜松市

ともにベルリン・フィルで活躍した夫妻の協演。

アクトシティ浜松 中ホール　
2024 2/2（金）19:00～ 高校生料金:1,500円

アクト・プレミアム・シリーズVol.34
ハンスイェルク・シェレンベルガー＆マルギット＝アナ・シュース（オーボエ＆ハープ）

音
楽

浜松市

神戸国際フルートコンクール第3位。

アクトシティ浜松 音楽工房ホール　
2024 2/18（日）14:00～ 高校生料金:1,000円

アクト・ニューアーティスト・シリーズ No.142
石井希衣（フルート）

音
楽

浜松市

第7回浜松国際ピアノコンクールで史上最年少入賞を果たした、北村朋幹に
よる弾き振りコンサート。

アクトシティ浜松 中ホール　
2024 2/12（月・休）15:00～ 高校生料金:1,500円

北村朋幹指揮・ピアノ
名古屋フィルハーモニー交響楽団

音
楽

ⓒTAKA MAYUMI








