平成18年度後期

開館から2年が経ち、地方から発信する舞台芸術の拠点として、益々磨きをかける、まつもと市民芸術館。出演者から
も「また、この舞台に立ちたい」との声も。日本一の稼働率を誇るザ・ハーモニーホールと、平成14年開館から早くも
入場者50万人を突破した松本市美術館とあわせ、18年度後期の主要ラインナップが決まりました。「自然の躍動 文化
の鼓動 人の動き つながり ひろがり はばたく まつもと」の鼓動を感じてみませんか。
※都合により内容に変更が生じる場合があります。

●全ての主催公演のチケットは、まつもと市民芸術館チケットカウンター及び まつもと市民芸術館チケット
センター（TEL33-2200）でお取り扱いしております。
（10:00〜18:00）
●主催公演には、
「託児サービス」がございます。詳しくは、まつもと市民芸術館へお問い合わせください。
（TEL33-3800）

●11月24日（金）
〈音楽〉スガシカオ
デビュー10周年を記念する
アニバーサリーライブ。ニュ
ーアルバムもリリースされ晩
秋の松本に登場！
◇主ホール
◇チケット
全席指定¥5,250

●11月15日（水）
〈舞踊〉田中泯 独舞「透体脱落」
第5回朝日舞台芸術賞、キリンダンスサポート受賞を記念しての
再演。還暦を過ぎた田中泯がその原点
に遡り、そして新たな一歩を踏み出しま
す。このツアーが最後になるかもしれ
ない貴重な劇場ソロ公演、
お見逃しなく！
演出・出演：田中泯
◇実験劇場
◇チケット 全席自由
一般 ¥3,000
学生¥2,500（当日各500円増）

●11月23日（祝）

写真：岡田正人

まつもとキッズワールド2006

〈演劇〉劇団京芸 「そうべえまっくろけのけ」
星の子たちと泣いて笑
って歌って踊って大騒ぎ。
人形や生演奏もある夢
いっぱいの楽しい舞台！
◇主ホール
◇チケット
全席指定
一般 ¥2,500
ペア ¥4,000

●11月29（水）〜30日（木）
〈演劇〉錦鯉
京都を代表する土田英生の傑作コメディがまつもと市民
芸術館で新たに
よみがえる！どう
ぞお見逃しなく！
出演：鈴木一真、
田 中 美 里 、ヒロ
シほか
◇実験劇場
◇チケット
全席指定
¥4,500

恒例となるクリスマスダンスパーティー。他にはないロマンチ
ックなステージでダンスをお楽しみください。
◇主ホール
◇参加費
¥1,000

●12月24日（日）
〈音楽〉津軽三味線 吉田兄弟
全国ツアー2006「飛翔」
キーボード、ヴァイオリン、和太鼓な
どを加えた総勢９名の豪華な 和 の
ステージ。とっておきのクリスマス
を芸術館で！
出演：吉田兄弟、井上鑑 ほか
◇主ホール
◇チケット
全席指定
¥6,000

写真：小山裕良
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2006年11月3日（金）
〜2007年1月8日（月）
松本深志高校創立130周年記念

「近代日本洋画の志 深く」
もうひとつの〈鮭図〉から
ワーグマン・浅井忠・青木繁･･･
開館時間：9：00〜17：00
（1月2・3日は10：00から）
休館日：月曜日（1月8日は開館）
12月29･30･31日、1月1日
観覧料：一般1000円（900円）、大学高校生・
70歳以上の松本市民600円（500円）
（ ）内は20名以上の団体料金 中学生以下、障
害手帳携帯者と付添者1名まで無料

●12月23日（祝）
〈ダンス〉社交ダンスパーティー2006

長い鎖国を経て開国を迎えた江戸末期に初めて西洋美術に
出会い、日本の画家達が学んだものとは。江戸末期から明治ま

11・12月は第２
土曜日に実施しま
す。子育て中のパ
パさん、ママさん、
美術館でホッとし
ませんか。

で日本の初期洋画の流れを通覧する展覧会。山岡コレクション
を主体に東京芸術大学大学美術館、東京文化財研究所の所蔵
品から、高橋由一、
ワーグマン、山本芳翠、中村不折、青木繁、藤
島武二らの作品を展示します。

●12月14日（木）
《作曲家が自作を語る演奏会》
第一回オルガントークコンサート
◇曲目

オルガン
保田 紀子

※特に掲載のないイベントは全て
〈主ホール・19:00開演〉です。
ピ
ア
ノ
：
エ
リ
ッ
ク
・
ル
・
サ
ー
ジ
ュ

１
１

ソプラノ
三縄 みどり

解説
新実

徳英

●11月16日（木）
《世界最高峰のフルーティスト》
エマニュエル・パユ フルートリサイタル
◇曲目

ブラームス／ソナタ ヘ長調作品120-1
（原曲：クラリネット・ソナタ第1番）
モーツァルト／ソナタ ホ短調K.304
（原曲：ヴァイオリン・ソナタ）
ウェーバー／フルート・ソナタ 変イ長調
◇チケット発売日 一般8月18日（金）
メイト8月4日（金）
〈全席指定〉
・一般5,000円・メイト4,000円
・高校生以下2,000円
・フロント席3,000円
（左）エリック・ル・サージュ
（右）エマニュエル・パユ

他

バッハ＝グノー アヴェ・マリア
J.S.バッハ 幻想曲とフーガト短調
BWV.542
新実徳英 ファンタジー（1985）
風の螺旋
（1991年松本市委嘱作品）
アニマ・カニート
（2002年松本市委嘱作品）他
◇チケット発売日 一般9月15日（金）
〈全席自由〉
・一般3,000円・メイト2,000円
・高校生以下500円

●12月23日（土）16：00開演
24日（日）13：00開演

《ミュージカルとクリスマスソング》
メロディークリスマス2006〜最終章〜
第一部：ミュージカル「ピーターパン」
脚色：橋本美代子／演出：関
治／作詞：よこうちみつを
作曲・指揮：丸山嘉夫／副指揮：和田 朗
出演 劇団あまんじゃく／ガールスカウト第20団
松本混声合唱団／信州大学グリークラブ
演奏 メロクリ合奏団／三溝健一：コンサートマスター
繁平史子：ヴァイオリン／小山義秀：ヴァイオリン
山口直子：ヴァイオリン／三井田雅子：ヴィオラ
山本美香子：ヴィオラ／嘉納雅彦：チェロ
保田紀子：オルガン／山本令子：パーカッション
舞台・音響・照明 株式会社 長野舞台
第二部：クリスマスソング
演奏 松本市民吹奏楽団／指揮：高橋宏太
うた メロクリ合唱団／指揮：中村雅夫
曲目 きよしこの夜 他
◇チケット発売日 10月20日（金）
〈全席自由〉
・1,000円

●会員になると
①チケットの予約は電話でOK
②コンサート情報の提供と音楽情報誌
「ハーモニー」のお届け
③ホールや会員が主催する演奏会のチ
ケットが割引に など
●年会費
個人／年2000円 家族（4人まで）／年3000円
団体／ 10000円 賛助会員／50000円
●申 込 ザ・ハーモニーホール TEL47ー2004 FAX47ー2383 へ

●1月8日（祝）
〈音楽〉ニューイヤーコンサート2007
地元の合唱団とオーケストラによる楽しいニュ
ーイヤー。ポルカやワルツに心躍るコンサート
です。
出演：市民オペラ「こうもり」合唱団、SK松本合
唱団、松本室内合奏団 ほか
◇主ホール
◇チケット
全席指定¥3,000

●2月4日（日）
〈音楽〉タン・シャオ・タン
ピアノコンサート
第２回仙台国際音楽コンクールピアノ部門
第１位。精緻な演奏技術と卓越した表現力
で聴衆を魅了します。
◇主ホール
◇チケット 未定

●会員になると
①企画展の招待券と常設展無料鑑賞
②美術館情報の提供
●年会費
学 生 会 員 ／1500円
一般会員／3000円
ファミリー／5000円
法
人／一口10000円
●申 込
松本市美術館 TEL39ー7400 FAX39ー3400

●2月27日（火）
〈音楽〉森山直太朗
昨年に引き続き芸術館には２度目の
登場！優しく真っ直ぐな歌声に心癒
されるひと時を！
◇主ホール
◇チケット 12/10発売予定
全席指定 ¥5,880

●3月3日（土）〜4日（日）
〈演劇〉コーランに倣いて（仮題）
中央アジアを代表する劇団イルホム劇場の招
聘公演。ロシア近代文学の父と称されるアレク
サンドル・セルゲェヴィチ・プーシキンの同名の
詩を題材とする作品で、
ダンス、音楽、
ビデオア
ートを融合し世界で高く評価された。松本・東
京のみの限定公演。お見逃しなく！
演出：マーク・ヴァイル
◇実験劇場
◇チケット 未定

●3月9日（金）〜12日（月）
〈演劇〉ヒステリア

●2月2日（金）〜3日（土）
〈ミュージカル〉ブロードウェイ・ミュージカル
「スウィーニー・トッド」

まつもと市民芸術館館長兼芸術監督の串田和美
プロデュースによる『ヒステリア』。精神分析医
として著名なフロイトの晩年を描いた英国の秀
作戯曲を上演する。翻訳劇の演出で高い評価を
得る白井晃が演出、串田和美がフロイトを演じる。
2007年春、最も注目の作品です。
作：テリー・ジョンソン 翻訳：小宮山智津子
演出：白井晃
出演：串田和美、
荻野目慶子、朝
比奈尚行、白井
晃
◇実験劇場
◇チケット
未定

〜フリート街の悪魔の理髪師〜
市村正親×大竹しのぶ×宮本亜門！日本舞台界最大のビッグネー
ムが顔を合わせるブロードウェイミュージカルが松本に登場！
出演：市村正親、大竹しのぶ、キムラ緑子、
ソニン、武田真治ほか
◇主ホール
◇チケット
全席指定
S¥10,000
A¥8,000

●2月8日（木）
〈ダンス〉遊 ASOBU
2006年7月世界最大規模の演劇祭アヴィニョン・フェ
スティバルのアーティスティック・ディレクターを務め、オ
ープニングを飾ったジョセフ・ナジの最新作「遊」
！
アンリ・ミショーに喚起されたナジの世界が繰り広げら
れる！世界のコンテンポラリーダンス界注目のジョセフ・
ナジ待望の来日公演！
構成・演出・振付・出演：ジョセフ・ナジ
◇実験劇場
◇チケット 未定

2007年3月3日（土）〜4月8日（日）
第2回松本市美術館70歳以上公募作品展

「老いるほど若くなる」
開館時間：9：00〜17：00
休館日：月曜日
観覧料：一般400円（300円）、
高校大学生200円（100円）
（ ）内は20名以上の団体料金 中学生以下、70
歳以上の市民、障害手帳携帯者と付添者1名まで無
料
プロ・アマを問わず70歳以上を対象とした絵画
の全国公募展。前回の2004年には97歳を頂点に
35都道府県から346人による481点の作品が集
まりました。2回目の開催となる今回、
豊かな「老い」

第一回天衣賞・p島瑞夫「75才の自画像」2003

の露を吸って開花する花（高齢芸術）はどのような
世界を私達に見せてくれるのでしょうか。

11.15―11.19
第47回松本市芸術文化祭「市民絵画・写真・書道・文芸展」
11.22―11.26
第19回松本市小中学生平和ポスター展
11.22―11.26
日本山岳写真協会合同展
11.22―11.26
第56回写真県展・第4回県写真連中信支部選抜写真展
11.30―12.3
あがたの森同人写真展「まだ残っている商都・松本」
12.8―12.12
第１１回謙慎書道会甲信北越展
12.14―12.17
宮下 鉄 写真展「第5回日本海自然写真大賞グラ
ンプリ受賞作品」安曇野の四季-光と水の囁き
12.20―12.24
蒼騎会長野県支部展
12.2１―12-24
第47回松本市芸術文化祭「第四回 美術工芸展」
1.2―1.8
信州ボタニカルアート協会 第3回作品展
1.3―1.8
第12回光彩展

1.12―1.14
第34回信州書象展
1.17―1.28
第5回美術館友の会会員作品展
2.2―2.4
JA共済 小・中学生 書道第50回・交通安全ポスター
第40回記念コンクール展覧会
2.7―2.18
第7回地域現代作家代表作展
2.21―2.25
エクセラン高等学校 美術科卒業制作展
フランス海外研修旅行スケッチ展
2.20―2.25
写真展 ふるさとの四季（第17回）
2.27―3.1
松本第一高等学校美術工芸ｺｰｽ生徒作品展
3.3―3.4
平成18年度長野県児童生徒美術展中信ブロック展
3.6―3.18
p島瑞夫自選展（仮称）
3.21―3.25
(公募)第14回長野県染織作家展
3.28―4.1
革工芸40周年記念「革の手工芸展」

●1月17日（水）
《本場ウィーンのニューイヤーコンサート》

●1月6日（土）
《オルガンと和楽器の共演》
新春オルガンコンサート
◇開演 14：00〜
◇曲目 ヴィエルヌ／ウェストミンスターの鐘
酒井多賀志／里の空 松尾祐孝／美しの都
新実徳英／風神雷人 宮城道雄／春の海
ビゼー／アルルの女第二組曲より
間奏曲〜メヌエット〜ファランドール
ご入場には招待券が必要となります。招待券ご希望
の方は、住所、氏名、電話番号、希望席数（1申し込みに
つき5席まで）を記入し、
往復はがきでお申し込み下さい。
宛先 〒390-0851 松本市島内4351
ザ・ハーモニーホール「新春オルガンコンサート」係
返信用はがきには郵便番号、住所、氏名を記入してく
ださい。ご入場券として座席番号を記入して返信致し
ます。
締め切り 定員になり次第、締め切ります。
お問合せ ザ・ハーモニーホール
TEL0263-47-2004
受付開始 11月11日（土）到着分

●3月2日（金）

ウィーン交響楽団
ヨハン・シュトラウス アンサンブル

《日本の歌姫の「早春賦」》

◇曲目 ヨハン・シュトラウスⅡ／
ワルツ「美しき青きドナウ」
ワルツ「ウィーンの森の物語」
レハール／
オペレッタ「微笑みの国」より
君こそわが心のすべて
他
◇チケット発売日 一般10月20日（金）
メイト10月6日（金）
〈全席指定〉
・一般6,000円・メイト5,000円
・高校生以下2,000円
・フロント席3,000円

［ハーモニーメイト主催事業］
◇曲目 成田為三／「浜辺の歌」
中田 章／「早春賦」
ドニゼッティ／
ランメルモールのルチアより
〜ルチアのカヴァティーナ〜
「あたりは沈黙にとざされ」他
◇チケット発売日 一般11月24日（金）
〈全席自由〉
・一般5,000円・メイト3,000円
・高校生以下1,000円

佐藤美枝子ソプラノリサイタル

東京クヮルテット

清水和音

●2月15日（木）

《銘器「パガニーニ・クヮルテット」の調べ》
東京クヮルテット＆清水和音
名曲の宝庫!!弦楽四重奏の匠
ヨハネス・ヴィルトナー（左）
ミレーナ・ルディフェリア（右）

ウィーン交響楽団ヨハン・シュトラウス アンサンブル

◇曲目 ベートーヴェン／
弦楽四重奏曲 第9番ハ長調
「ラズモフスキー第3番」op.59の3
シューマン／
ピアノ五重奏曲 変ホ長調op.44 他
◇チケット発売日 一般11月24日（金）
メイト11月10日（金）
〈全席指定〉
・一般5,000円・メイト4,000円
・高校生以下2,000円
・フロント席3,000円

ピアノ：河原忠之

佐藤美枝子
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