子どもたちのためのコンサート、稽古堂イブニングコンサート、
街角コンサート、サロンコンサート、グランドフェスティバルは
中止となりました。

2
火

3
水

稽古堂イブニングコンサート
会場／豊岡稽古堂（市民ギャラリー）
豊岡市中央町2-4

開場／17:45〜 開演／18:00〜18:30（終了予定）
出演／本多啓佑(オーボエ)＆碓井俊樹(ピアノ)
チケット／当日 ¥500
５日間フリーパス ¥1,000

子どもたちのためのコンサート

豊岡が音楽の都になる１週間
出演／中澤きみ子、須山暢大、川又明日香(ヴァイオリン)、
坂口昂平、鈴村大樹（ヴィオラ）、
加藤文枝(チェロ)、
碓井俊樹(ピアノ)、嵯峨郁恵(ホルン)
曲目／ベートーヴェン
・ピアノソナタ第14番「月光」嬰 ハ短調
・ヴァイオリンソナタ第5番 ヘ長調「春」
・弦楽四重奏曲第1番 ヘ長調

有料

おんぷの祭典の大人気コンサートを、今年は
少し短い時間で2回に分けて開催します。大きな声を出しても、
泣いても平気。音楽に合わせて歌って体を動かしてみましょう。
楽器の近くで音の振動を感じてください。
会場／豊岡市民プラザ（ほっとステージ）
豊岡市大手町4-5アイティ7F

開場／1回目10:15〜、2回目11:15〜
開演／1回目10:30〜11:00、2回目11:30〜12:00
出演／碓井俊樹（ピアノ）、こうのとり・クインテット
曲目／童謡からクラシックまで
対象／就学前の子どもとその家族、妊婦さんなど

7
日

5
金

街角コンサート

大人も楽しめる
子どもたちのためのコンサート

出石

会場／出石古代学習館

豊岡市但東町中山711

開場／10:15〜 開演／10:30〜11:00（終了予定）
出演／シュバシコウ・カルテット

会場／豊岡稽古堂（市民ギャラリー）
豊岡市中央町2-4

豊岡市出石町袴狭380-1

開場／15:45〜 開演/16:00〜16:30（終了予定）
出演／シュバシコウ・カルテット

稽古堂イブニングコンサート
会場／豊岡稽古堂（市民ギャラリー）

有料

豊岡市中央町2-4

6

開場／17:45〜 開演／18:00〜18:30（終了予定）
出演／坂口昂平(ヴィオラ)＆碓井俊樹(ピアノ)
チケット／当日 ¥500
５日間フリーパス ¥1,000

木

竹野

土

無料

大人も楽しめる
子どもたちのためのコンサート
会場／竹野子育てセンター

会場／日高文化体育館

時間/11:15〜12:30

空港ピアノお披露目コンサート

無料

１０
：
００ - １４
：
３０

豊岡市城崎町湯島357-1

稽古堂イブニングコンサート

豊岡市日高町祢布954-6

会場／豊岡稽古堂（市民ギャラリー）

開場／10:15〜 開演／10:30〜11:00（終了予定）
出演／碓井俊樹（ピアノ）

稽古堂イブニングコンサート
会場／豊岡稽古堂（市民ギャラリー）
豊岡市中央町2-4

豊岡市城崎町湯島1016-2

開場／17:45〜
食事／18:00〜
演奏／19:30〜20:30（終了予定）

キノシタ（日高）
・レーズンバターサンド、焼き菓子
テルメ（城崎）
・但馬牛キーマカレー
ゴーハチエヌ（豊岡）
・無農薬コウノトリ米のおむすび

開場／14:00〜
開演／14:30〜16:00
出演／「おんぷの祭典」室内合奏団、
「おんぷの祭典」ジュニア・ピアニスト、
「おんぷの祭典」ジュニア・ヴァイオリニスト
曲目／ヴィヴァルディ
・ヴァイオリン協奏曲イ短調
バッハ
・メヌエット
・2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 第1楽章
・ピアノ協奏曲第1番より
ベートーヴェン
・エグモント「序曲」
・ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調「皇帝」第1楽章
・ロマンス第2番 ヘ長調
・交響曲第5番「運命」ハ短調 第1楽章

たじまびっくりばこ

・野菜、パン、焼き菓子、手芸品等

有料

学校訪問
コンサート

豪華なディナーのあとはうっとりと上質な音楽を！
最高の一夜をご用意しました。
会場／西村屋ホテル招月庭

有料

開場／12:45〜 開演／13:00〜13:30（終了予定）
出演／笹岡航太(クラリネット)＆廣幡敦子(ファゴット)
＆碓井俊樹(ピアノ)
スペシャルゲスト／中澤きみ子、伝田正秀(ヴァイオリン)
チケット／当日 ¥500
５日間フリーパス ¥1,000

有料

事付き
食

しゃんらん（出石）
・中華弁当、中華総菜

豊岡市中央町2-4

開場／17:45〜 開演／18:00〜18:30（終了予定）
出演／梶川真歩(フルート)&碓井俊樹(ピアノ)
チケット／当日 ¥500
５日間フリーパス ¥1,000

サロンコンサート

みちかけ葡萄酒店（出石）
・グラスワイン、ビール、
おつまみセット など

２部、
３部は、未就学児の入場は
できません。

おんぷの祭典期間中に各地で演奏してくださった音楽家のみなさんが
一堂に会します。
前半は、弦楽オーケストラをバックに地元のジュニア・ピアニスト、
ヴァイオ
リニストがソリストを務める楽曲をお楽しみください。
後半は、
ベートーヴェンイヤーのおんぷの祭典を締めくくる名曲4曲を２管
編成のオーケストラでお届けします。

豊岡市岩井字河谷1598-34

無料

一
般 ¥ 2,000
高校生以下 ¥ 500
ハート割引 ¥ 1,000

有料

ファイナルコンサート

※希望者多数の場合、
人数制限をさせていただく場合が
あります。
ご了承ください。

開場／10:15〜 開演/10:30〜11:00（終了予定）
出演／シュバシコウ・カルテット

無料

3部

開場／9:30〜 開演／9:45〜10:45（終了予定）
出演／碓井俊樹（ピアノ）&笹岡航太(クラリネット)＆廣幡敦子(ファゴット)
城崎

2部・3部 通し券

開場／12:00〜
開演／12:30〜13:45
出演／須山暢大（ヴァイオリン）、
鈴村大樹(ヴィオラ)、加藤文枝(チェロ)、碓井俊樹(ピアノ)、
笹岡航太(クラリネット)、廣幡敦子(ファゴット)、嵯峨郁恵(ホルン)、
山田俊介(コントラバス)
曲目／ベートーヴェン
・七重奏曲 作品20
・ピアノ三重奏曲第7番 変ロ長調「大公」

実際に楽器を手に持って弾いてみましょう。
子どもから大人まで、興味のある方は挑戦して
みてください！

会場／コウノトリ但馬空港

会場／城崎文芸館

豊岡市竹野町和田389-1

日高

街角コンサート

街角コンサート

開場／10:15〜 開演／10:30〜11:00（終了予定）
出演／シュバシコウ・カルテット

街角コンサート

！
イオリンを 弾 いてみ よう
ヴァ

豊岡

本格的な室内合奏曲をお楽しみいた
だくコンサートです。
ベートーヴェンの残したアンサンブル
曲を2曲厳選しました。

豊岡市民会館︵会館棟玄関ホール︶で
特別出店！

4

街角コンサート

開場／17:45〜 開演／18:00〜18:30（終了予定）
出演／川又明日香（ヴァイオリン）＆鈴村大樹(ヴィオラ)＆
碓井俊樹（ピアノ）
チケット／当日 ¥500
５日間フリーパス ¥1,000

有料

プレミアムコンサート

開場／10:00〜
開演／10:30〜11:15（終了予定）
出演／シュバシコウ・カルテット、
こうのとり・クインテット ほか
曲目／プロコフィエフ
・ピーターと狼 ほか

有料

チケット

2部

無料

はじめてホールでクラシックを聞くキッズのための無料コン
サートです。
おしゃべりは少しの間お休みして、静かに音を聞いてみましょう。
いろんな楽器が集まってできる音楽と素敵なおはなしを楽し
んでください。

会場／日本・モンゴル民族博物館

稽古堂イブニングコンサート

無料

豊岡市立野町20-34

キッズコンサート

※1回の公演で200人の入場制限を設ける可能性がございます。

街角コンサート

※1部のみ無料

会場／豊岡市民会館（文化ホール）

１部

無料

但東

グランドフェスティバル

3つのコンサートを中心に、
１日遊べる音楽のお祭りを開催します。
楽器体験イベントや、市内の人気店による素敵な飲食ブースもあります。
1日中、五感で楽しめる空間で、皆さんをお待ちしています。

モーツァルト
・ホルン五重奏曲 変ホ長調 K.407
対象／高校生以上
チケット／ひとり ￥１２，
０００
（食事・1ドリンク付き）

無料
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2日(火)10:40〜 八条小学校、中竹野小学校
3日(水)13:50〜 八代小学校
4日(木)10:30〜 合橋小学校
5日(金)10:30〜、11:20〜 城崎小学校
13:30〜、14:30〜 豊岡小学校
※基本的に学校関係者以外は参加できません。

※豊岡市民会館・文化ホールは飲食禁止です。飲食は会館棟の多目的室でお願いします。

ご参加くださる皆さまへ

お願い

○コンサート中に撮影した写真や映像は、
おんぷの祭典や豊岡市の広報
等で使用させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
○各コンサート会場の駐車場には数に限りがあります。
できるだけ乗り合
わせのうえ、
お越しいただきますようお願いいたします。

※ハート割引
ハート割引とは、障害者手帳が交付されている方、及び介添えの方(お一人)対象の割引です。

2部

3部

の有料コンサートは

一時保育あり

5/23締切

市役所生涯学習課までお申し込みください

tel. 0796- 23-0341

※1 才以上の
未就学児に限ります

※スケジュール、
出演者、演奏曲目については変更する可能性がございます。
あらかじめご了承ください。
詳細や最新情報についてはHPをご覧ください。

