
山形市中心市街地10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー9：00～16：30 郷土の人物パネル展

山形市中心市街地10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

11：00開演～15：30（予定） 一音木琴あるも

10：00～16：00

13：00～14：00

10：00～11：30

石ころ、缶バッジワークショップ

ストリングラフィ

11：00～11：30
アロマWS（石けん）

14：00～14：30
アロマWS（石けん）

12：30～13：00
アロマWS（コロン）

15：30～16：00
アロマWS（コロン）

11：30～12：15
HIBI★Chazz-K

14：30～15：15
HIBI★Chazz-K

ストリングラフィ

オーケストラ探検イベント
16：00～18：00

オーケストラの日 山響コンサート

「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップ

やまぎん
県民ホール

やまぎん
県民ホール

やまぎん
県民ホール

山形県郷土館
「文翔館」

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー9：00～16：30 郷土の人物パネル展

10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

10：00～18：00

10：00～18：00

「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップ やまぎん県民ホール
スタジオ1、2

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー9：00～16：30 郷土の人物パネル展

10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

主催╱文化庁・公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会・山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた　後援╱山形県・山形市
協力╱NPO法人アジェンダやまがた・観光文化交流センター 山形まなび館・公益社団法人 山形交響楽協会・公益財団法人 山形県生涯学習文化財団・
　　　公益財団法人 山形美術館・認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭・街なか賑わい推進委員会・最上義光歴史館・山形市民会館管理運営共同事業体・
　　　山形県芸術文化協会・山形県立博物館・山形テルサ（一般財団法人 山形市都市振興公社）・山形まるごと館 紅の蔵

主催╱山形県総合文化芸術館  指定管理者  みんぐるやまがた

チケット情報╱参加お申し込み 街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて かたりあう”
2021

3 20 28土 日祝
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20土祝
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山形市民会館
大ホール14：00開演

山形市中心市街地

山形市中心市街地

山
形
市
民

会
　
　
館

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
〒990-0828　山形市双葉町1-2-38　
TEL.023-664-2220  FAX.023-664-2209
チケットデスク TEL.023-664-2204
https://yamagata-bunka.jp

〒990-0047　山形市旅篭町3-4-51
TEL.023-635-5500  FAX.023-635-5501
https://www.gakushubunka.jp/bunsyokan

〒990-0039　山形市香澄町2-9-45
TEL.023-642-3121  FAX.023-642-3124
https://www.shanshanshan.jp

〒990-0828　山形市双葉町1-2-38
TEL.023-616-6607  FAX.023-616-6608
http://yamakyo.or.jp

〒990-0828　山形市双葉町1-2-38　TEL.023-664-2220（開館時間：9：00～22：00）　FAX.023-664-2209

山形県郷土館「文翔館」

山響チケットサービス

〒990-0828　山形市双葉町1-2-3
TEL.023-646-6677  FAX.023-647-0123
https://www.yamagataterrsa.or.jp

山形テルサ

山形市民会館

一般　　　　2,000円
高校生以下　1,000円

無料（全席自由）
※事前申し込み不要

無料（全席自由）
※要事前申し込み

（仮称）
無料（全席自由）
※ワークショップ参加は
　要事前申し込み

無料
※ワークショップ参加は有料

一般　800円～（全席自由）
※ワークショップ参加は別途有料

1月中旬予定

500円（全席指定）
3歳未満のひざ上鑑賞無料

一般 　　　　2,000円
高校生以下　1,000円

一般　　　　3,200円　
高校生以下　1,600円

一般　　　　3,000円　
高校生以下　2,000円

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク
山響チケットサービス

文翔館

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク
山響チケットサービス
山形テルサ

やまぎん県民ホールチケットデスク
山響チケットサービス

山形市民会館

文翔館・辻楽器店・富岡本店・
八文字屋本店・ミュージック昭和・
山形県庁購買部・ローソンチケット・
チケットぴあ・e+

1月中旬予定

1月中旬予定

1月中旬予定

12月12日（土）

1月中旬予定

12月12日（土）

12月12日（土）

12月12日（土）

山形県郷土館「文翔館」 山形テルサ
山形市民会館 山形市中心市街地

イベント

舘野泉 サロンコンサート
　　　　～宮澤賢治の世界～

一音木琴あるも

郷土の人物パネル展

「オーケストラの日」
山響コンサート

仲道郁代 ピアノ・リサイタル

「山形国際ドキュメンタリー
   映画祭」 特別出張上映 ＆
ワークショップ

やまぎん県民ホール　
オープンハウス2021

「ガンバロウやまがた」
応援ステージ in 文翔館

山響ストリングスシリーズ2020 
セレナーデ イン 文翔館

YAMAGATA  DREAM  WIND 
ORCHESTRA  CONCERT  2021

ファンタジックコンサート
★協力公演

★協力公演

ファンタジックコンサート

13：00開演
「ガンバロウやまがた」応援ステージ in 文翔館

会場 料金（税込価格）

9：0010：0011：0012：0013：0014：0015：0016：0017：0018：0019：0020：0021：00

9：0010：0011：0012：0013：0014：0015：0016：0017：0018：0019：0020：0021：00

開催日

お問い合わせ╱お申し込み 受付開始日

3歳以上のお子様はチケットが必要となります。また、
3歳未満のお子様でもお席が必要な場合はチケットを
お買い求めくださいますようお願いします。

お問い合わせ 注意事項

Message

　色鮮やかな四季の移ろいが美しい山形で育ま

れた文化芸術は、時代や地域、それぞれの日常と

共に多様な変化を続けながら人々をつないできま

した。

　新型コロナウイルスの影響で、文化芸術の発

表、鑑賞の機会がことごとく奪われ、日常が崩れか

けた今、地域の団体・施設・人々と連携し、それぞ

れの特色ある活動をつないだ山形ならではの文

化芸術発信の象徴として、このたび「やまがた文化

の回廊フェスティバル」を開催します。

　「やまがた文化の回廊フェスティバル」の開催を

通じて、駅西口の新たな文化芸術拠点であるやま

ぎん県民ホールと、山形の歴史を見つめ続けてき

た山形県郷土館「文翔館」を核として、山形駅周辺

エリア（東西）、霞城公園、七日町・十日町界隈を結

び、「文化の回廊」と位置づけ、この地を訪れる

人々が文化芸術の力によって回遊する「山形中心

市街地文化圏」の形成を目指します。

　2021年3月20日（土・祝）～28日（日）の9日間、中

心市街地の文化施設等を舞台に、県内各分野のプ

ロ・アマチュア団体によるステージ、山形交響楽

団の演奏、山形国際ドキュメンタリー映画祭によ

る映画上映など、これまで山形が育んできた、ここ

にしかない文化芸術とその魅力を全国に発信しま

す。この文化芸術をキーワードに、県内外からより

多くの方にお越しいただき、見どころ食べどころが

豊富な中心市街地商店街を巡ってもらうことに

よって街なかに賑わいを創出します。

　歴史と現在が同居した山形を歩いて、見て触れ

て感じていただく。そして、多くの人々が感じたこ

とを分かち合い、語り合うことができれば、”みん

なの日常”を取り戻し、それぞれの目線で新しい魅

力に満ちた「未来の山形」を発見できるのではな

いでしょうか。きっと、山形のこれからがますます

楽しみになるはずです。

イベント タイムスケジュール
会場

無料
※事前申し込み不要

文翔館

※公演中止を除く、予約後のチケットの変更・取消、ならびに購入後の
チケットの変更・払い戻しはできません。
※止むを得ない事情により曲目・出演者・演奏順など一部変更になる
場合がございます。ご了承ください。
※車椅子での鑑賞をご希望の場合は、予約の際にお問い合わせくだ
さい。
※手数料は購入者にご負担いただきます。
※チケットの残席がない場合は、当日券の販売はございません。
※高校生以下チケットの場合、当日学生証をご提示いただく場合がご
ざいます。
※このチラシに記載されている情報は2020年12月7日時点での情報
です。状況により実施方法等が変更になる場合がございますので、
必ず各公演の詳細をホームページ、個別チラシ等で事前にご確認く
ださい。
※公演によりチケット購入方法が異なります。必ず各公演の詳細を
ホームページ、個別チラシ等で事前にご確認ください。

10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

山形市中心市街地

19：00開演
セレナーデ イン 文翔館

19：00開演
YDWOコンサート2021

19：00開演
舘野泉 サロンコンサート

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー

9：00～16：30 郷土の人物パネル展

9：00～16：30 郷土の人物パネル展

9：00～16：30 郷土の人物パネル展

18：00開演
仲道郁代 ピアノ・リサイタル

9：00～16：30 郷土の人物パネル展

10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

10：00～18：00 「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップ

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー

山形テルサ
テルサホール

やまぎん県民ホール
スタジオ1、2

10：00～18：00 「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップ

9：00～16：30 郷土の人物パネル展

10：00～16：00 謎解き街歩きゲーム

25木

26金

27土
スタジオ1

スタジオ2

大ホール

ロビー、通路

スタジオ1

スタジオ2

練習室1

スタジオ2

議場ホール

2F ギャラリー

山形県郷土館
「文翔館」

議場ホール

2F ギャラリー

山形県郷土館
「文翔館」

議場ホール

2F ギャラリー

内

16：00～17：00

※新型コロナウイルスの状況によりイベント内容が変更または中止になる場合がございます。

紅
の
蔵

舘野 泉 山形交響楽団PRO WiND 023 トルヴェール・クヮルテット 阪 哲朗仲道郁代
C Taku Miyamoto C Akira Muto C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki

歴史と文化が薫る山形の街なかをめぐって、
ここにしかない多彩な魅力を
“あるいて・かんじて・かたりあう”フェスティバル！
春風を感じながら、山形の文化芸術が彩る
“文化の回廊”に出かけてみませんか？

山形県総合文化芸術館
指定管理者 みんぐるやまがた

（全席自由）

（全席指定）

（全席指定）

（全席指定）



山形市中心市街地 10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー 9：00～16：30郷土の人物パネル展

山形市中心市街地 10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

11：00開演～15：30（予定）一音木琴あるも

10：00～16：00

13：00～14：00

10：00～11：30

石ころ、缶バッジワークショップ

ストリングラフィ

11：00～11：30
アロマWS（石けん）

14：00～14：30
アロマWS（石けん）

12：30～13：00
アロマWS（コロン）

15：30～16：00
アロマWS（コロン）

11：30～12：15
HIBI★Chazz-K

14：30～15：15
HIBI★Chazz-K

ストリングラフィ

オーケストラ探検イベント
16：00～18：00

オーケストラの日 山響コンサート

「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップ

やまぎん
県民ホール

やまぎん
県民ホール

やまぎん
県民ホール

山形県郷土館
「文翔館」

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー 9：00～16：30郷土の人物パネル展

10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

10：00～18：00

10：00～18：00

「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップやまぎん県民ホール
スタジオ1、2

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー 9：00～16：30郷土の人物パネル展

10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

主催╱文化庁・公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会・山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた　後援╱山形県・山形市
協力╱NPO法人アジェンダやまがた・観光文化交流センター 山形まなび館・公益社団法人 山形交響楽協会・公益財団法人 山形県生涯学習文化財団・
　　　公益財団法人 山形美術館・認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭・街なか賑わい推進委員会・最上義光歴史館・山形市民会館管理運営共同事業体・
　　　山形県芸術文化協会・山形県立博物館・山形テルサ（一般財団法人 山形市都市振興公社）・山形まるごと館 紅の蔵

主催╱山形県総合文化芸術館  指定管理者  みんぐるやまがた

チケット情報╱参加お申し込み
街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて かたりあう”
2021

32028 土日 祝
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山形市民会館
大ホール 14：00開演

山形市中心市街地

山形市中心市街地
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館

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
〒990-0828　山形市双葉町1-2-38　
TEL.023-664-2220 FAX.023-664-2209
チケットデスク TEL.023-664-2204
https://yamagata-bunka.jp

〒990-0047　山形市旅篭町3-4-51
TEL.023-635-5500  FAX.023-635-5501
https://www.gakushubunka.jp/bunsyokan

〒990-0039　山形市香澄町2-9-45
TEL.023-642-3121  FAX.023-642-3124
https://www.shanshanshan.jp

〒990-0828　山形市双葉町1-2-38
TEL.023-616-6607  FAX.023-616-6608
http://yamakyo.or.jp

〒990-0828　山形市双葉町1-2-38　TEL.023-664-2220（開館時間：9：00～22：00）　FAX.023-664-2209

山形県郷土館「文翔館」

山響チケットサービス

〒990-0828　山形市双葉町1-2-3
TEL.023-646-6677  FAX.023-647-0123
https://www.yamagataterrsa.or.jp

山形テルサ

山形市民会館

一般　　　　2,000円
高校生以下　1,000円

無料（全席自由）
※事前申し込み不要

無料（全席自由）
※要事前申し込み

（仮称）
無料（全席自由）
※ワークショップ参加は
要事前申し込み

無料
※ワークショップ参加は有料

一般　800円～（全席自由）
※ワークショップ参加は別途有料

1月中旬予定

500円（全席指定）
3歳未満のひざ上鑑賞無料

一般 　　　　2,000円
高校生以下　1,000円

一般　　　　3,200円　
高校生以下　1,600円

一般　　　　3,000円
高校生以下　2,000円

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク
山響チケットサービス

文翔館

やまぎん県民ホールチケットデスク

やまぎん県民ホールチケットデスク
山響チケットサービス
山形テルサ

やまぎん県民ホールチケットデスク
山響チケットサービス

山形市民会館

文翔館・辻楽器店・富岡本店・
八文字屋本店・ミュージック昭和・
山形県庁購買部・ローソンチケット・
チケットぴあ・e+

1月中旬予定

1月中旬予定

1月中旬予定

12月12日（土）

1月中旬予定

12月12日（土）

12月12日（土）

12月12日（土）

山形県郷土館「文翔館」山形テルサ
山形市民会館山形市中心市街地

イベント

舘野泉 サロンコンサート
　　　　～宮澤賢治の世界～

一音木琴あるも

郷土の人物パネル展

「オーケストラの日」
山響コンサート

仲道郁代ピアノ・リサイタル

「山形国際ドキュメンタリー
映画祭」 特別出張上映 ＆
ワークショップ

やまぎん県民ホール　
オープンハウス2021

「ガンバロウやまがた」
応援ステージ in 文翔館

山響ストリングスシリーズ2020
セレナーデ イン 文翔館

YAMAGATA  DREAM  WIND 
ORCHESTRA  CONCERT  2021

ファンタジックコンサート
★協力公演

★協力公演

ファンタジックコンサート

13：00開演
「ガンバロウやまがた」応援ステージ in 文翔館

会場料金（税込価格）

9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00 21：00

9：00 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00 21：00

開催日

お問い合わせ╱お申し込み受付開始日

3歳以上のお子様はチケットが必要となります。また、
3歳未満のお子様でもお席が必要な場合はチケットを
お買い求めくださいますようお願いします。

お問い合わせ注意事項

Me s s a g e

　色鮮やかな四季の移ろいが美しい山形で育ま

れた文化芸術は、時代や地域、それぞれの日常と

共に多様な変化を続けながら人々をつないできま

した。

　新型コロナウイルスの影響で、文化芸術の発

表、鑑賞の機会がことごとく奪われ、日常が崩れか

けた今、地域の団体・施設・人々と連携し、それぞ

れの特色ある活動をつないだ山形ならではの文

化芸術発信の象徴として、このたび「やまがた文化

の回廊フェスティバル」を開催します。

　「やまがた文化の回廊フェスティバル」の開催を

通じて、駅西口の新たな文化芸術拠点であるやま

ぎん県民ホールと、山形の歴史を見つめ続けてき

た山形県郷土館「文翔館」を核として、山形駅周辺

エリア（東西）、霞城公園、七日町・十日町界隈を結

び、「文化の回廊」と位置づけ、この地を訪れる

人々が文化芸術の力によって回遊する「山形中心

市街地文化圏」の形成を目指します。

　2021年3月20日（土・祝）～28日（日）の9日間、中

心市街地の文化施設等を舞台に、県内各分野のプ

ロ・アマチュア団体によるステージ、山形交響楽

団の演奏、山形国際ドキュメンタリー映画祭によ

る映画上映など、これまで山形が育んできた、ここ

にしかない文化芸術とその魅力を全国に発信しま

す。この文化芸術をキーワードに、県内外からより

多くの方にお越しいただき、見どころ食べどころが

豊富な中心市街地商店街を巡ってもらうことに

よって街なかに賑わいを創出します。

　歴史と現在が同居した山形を歩いて、見て触れ

て感じていただく。そして、多くの人々が感じたこ

とを分かち合い、語り合うことができれば、”みん

なの日常”を取り戻し、それぞれの目線で新しい魅

力に満ちた「未来の山形」を発見できるのではな

いでしょうか。きっと、山形のこれからがますます

楽しみになるはずです。

イベント タイムスケジュール
会場

無料
※事前申し込み不要

文翔館

※公演中止を除く、予約後のチケットの変更・取消、ならびに購入後の
チケットの変更・払い戻しはできません。
※止むを得ない事情により曲目・出演者・演奏順など一部変更になる
場合がございます。ご了承ください。
※車椅子での鑑賞をご希望の場合は、予約の際にお問い合わせくだ
さい。
※手数料は購入者にご負担いただきます。
※チケットの残席がない場合は、当日券の販売はございません。
※高校生以下チケットの場合、当日学生証をご提示いただく場合がご
ざいます。
※このチラシに記載されている情報は2020年12月7日時点での情報
です。状況により実施方法等が変更になる場合がございますので、
必ず各公演の詳細をホームページ、個別チラシ等で事前にご確認く
ださい。
※公演によりチケット購入方法が異なります。必ず各公演の詳細を
ホームページ、個別チラシ等で事前にご確認ください。

10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

山形市中心市街地

19：00開演
セレナーデ イン 文翔館

19：00開演
YDWOコンサート2021

19：00開演
舘野泉 サロンコンサート

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー

9：00～16：30郷土の人物パネル展

9：00～16：30郷土の人物パネル展

9：00～16：30郷土の人物パネル展

18：00開演
仲道郁代 ピアノ・リサイタル

9：00～16：30郷土の人物パネル展

10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

10：00～18：00「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップ

山形市中心市街地

山形県郷土館「文翔館」
2F ギャラリー

山形テルサ
テルサホール

やまぎん県民ホール
スタジオ1、2

10：00～18：00「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」特別出張上映＆ワークショップ

9：00～16：30郷土の人物パネル展

10：00～16：00謎解き街歩きゲーム

25
木

26
金

27
土

スタジオ1

スタジオ2

大ホール

ロビー、通路

スタジオ1

スタジオ2

練習室1

スタジオ2

議場ホール

2F ギャラリー

山形県郷土館
「文翔館」

議場ホール

2F ギャラリー

山形県郷土館
「文翔館」

議場ホール

2F ギャラリー

内

16：00～17：00

※新型コロナウイルスの状況によりイベント内容が変更または中止になる場合がございます。

紅
の
蔵

舘野 泉山形交響楽団 PRO WiND 023トルヴェール・クヮルテット阪 哲朗 仲道郁代
CTaku MiyamotoCAkira MutoCKazuhiko Suzuki CKazuhiko Suzuki

歴史と文化が薫る山形の街なかをめぐって、
ここにしかない多彩な魅力を
“あるいて・かんじて・かたりあう”フェスティバル！
春風を感じながら、山形の文化芸術が彩る
“文化の回廊”に出かけてみませんか？

山形県総合文化芸術館
指定管理者 みんぐるやまがた

（全席自由）

（全席指定）

（全席指定）

（全席指定）
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「ガンバロウやまがた」
応援ステージin文翔館

リレーでつなげ～県内アマチュア芸術団体ライブ

土 祝

時間╱13：00開演
会場╱文翔館 議場ホール

3 21日
県内芸術団体の日頃の成果を披露いたします。

県立山形西高等学校箏曲部、山形三曲協会、
山形市児童劇団、日本民謡研究「桃菊会」
邦楽演奏（六段の調、春の海、高校生による「飛躍」讃歌）
児童劇「鬼がいた公園」、
舟運文化が育んだ山形民謡　等

出演

内容

無料（全席自由）料金

舘野泉 サロンコンサート
～宮澤賢治の世界～

時間╱19：00開演
会場╱やまぎん県民ホール内

「左手のピアニスト」舘野泉が山形交響楽団首席奏者と
織りなす天空の世界

3 25木

演奏生活60年を迎えた「左手のピアニスト」舘野泉、山形交
響楽団第2ヴァイオリン首席奏者のヤンネ舘野、山形交響楽
団首席チェロ奏者の矢口里菜子に
よるピアノ三重奏と、柴田暦による
朗読で紡がれる幻想的な空間をお
楽しみください！

ピアノ：舘野 泉
ヴァイオリン：ヤンネ舘野
チェロ：矢口里菜子
朗読：柴田 暦

吉松 隆：KENJI～宮澤賢治によせる／ピアノとチェロと
朗読のための（舘野泉に捧げる）

出演

内容

無料（全席自由）
※要事前申し込み

料金

●“一音木琴あるも”と山形交響楽団メンバーの
　コラボコンサート
出演：山形交響楽団メンバー、こどもたち

●アンサンブルコンサート
出演：NPO法人アジェンダやまがた講師、こどもたち

●ワークショップ╱“一音木琴あるも“体験会
今流行りのJ-POP曲を“一音木琴あるも”でアンサンブル
してみよう！【小学生～中学生対象】

●ワークショップ╱“一音木琴あるも”体験会
みんなが知っている童謡や合唱曲をアンサンブルして
みよう！【幼稚園児～小学生対象】

無料
※ワークショップ参加は要事前申し込み

料金

謎解き街歩きゲーム
街なかに潜むミッションをクリアして、
お宝ゲットをねらえ！

オーケストラの日
時間╱16：00開演
会場╱やまぎん県民ホール

春の陽射しの中で、山響と過ごす1日をお届けします！
…阪×山響“世界とYAMAGATA”オーケストラコラボレーション

3 28 日

山形交響楽団が毎年開催しているオーケストラの日。ウィーン・フィル首席フルート奏者ワ
ルター・アウアーとミュンヘン国際音楽コンクール第1位で世界屈指のトロンボーン奏者ファ
ブリス・ミリシェーとの協奏曲。そして、1952年創立の全国屈指の歴史を誇るアマチュア
オーケストラ「山形フィルハーモニー交響楽団」のメンバーとのジョイントでの曲目もご用
意。まさに「オーケストラの日」にふさわしい、阪×山響による“世界とYAMAGATA”の融合。

指揮：阪 哲朗
フルート：ワルター・アウアー（ウィーン・フィル首席フルート奏者）
トロンボーン：ファブリス・ミリシェー（ミュンヘン国際音楽コンクール第1位）
管弦楽：山形交響楽団
共演：山形フィルハーモニー交響楽団メンバー

「山響×山フィルメンバー」ジョイント演奏曲（後日発表・ご期待ください！）
モーツァルト：フルート協奏曲第１番ト長調K.313
ブラームス：交響曲第１番ハ短調作品68　他

出演

内容

一般 2,000円／高校生以下 1,000円（全席指定）　※未就学児入場不可料金

山響ストリングスシリーズ2020
セレナーデ イン 文翔館

時間╱19：00開演
会場╱文翔館 議場ホール

タイムトリップ！・・・山形の誇る文化遺産”文翔館”で体感する弦楽器の響き

3 23火

大正初期の洋風建築を代表する文翔館で毎年開催している、山形交
響楽団ソロ・コンサートマスター髙橋和貴が率いる弦楽合奏のコン
サートです。

山形交響楽団ストリングス［コンサートマスター：髙橋和貴］

チャイコフスキー：弦楽セレナーデハ長調作品48
バデルト：パイレーツ・オブ・カリビアン
他、映画音楽などを予定しています。

出演

一般 2,000円／高校生以下 1,000円（全席指定）　
※未就学児入場不可

料金

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
時間╱18：00開演
会場╱文翔館 議場ホール

仲道郁代とともに煌めく音の世界へ

3 27土
人気、実力ともに日本を代表するピアニスト・仲道郁代によるリサイタル。
美しい音色と圧巻の技巧で魅了します。

ピアノ：仲道郁代
モーツァルト：幻想曲ハ短調 K. 475 
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番 作品27-2「月光」
シューマン：幻想曲ハ長調 作品17 
ドビュッシー：喜びの島　　他

出演

内容

内容

一般 3,200円／高校生以下 1,600円（全席自由）
※未就学児入場不可（臨時託児所を開設します。要予約）

料金

郷土の人物パネル展
山形県出身の語り伝えたい人々の紹介

3 21 28 日日

山形県の様々な先達や語
り伝えたい人物をパネルで
紹介いたします。

～

山形市中心市街地の各所に散りばめられた謎の手
がかりを探し出し、ミッションをクリアせよ！クリア
した猛者にはお宝ゲットの可能性もあり！？

無料料金

時間╱10：00～16：00　
会場╱山形市中心市街地

1989年より山形市で開催され、世界からも高く評価されているYIDFFが
選んだ珠玉の映画上映に加え、活弁付きサイレント映画上映や、コマ撮
りアニメーション制作ワークショップ、映画をとことん語り合う「しゃべ
り場」イベントなどを開催。

映画上映、ワークショップ内容

一般 800円～（全席自由）
※上映作品、ワークショップ
　参加料などは後日発表

料金

会場╱やまぎん県民ホール
　　　スタジオ1・2

「山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）」
特別出張上映＆ワークショップ

山形が世界に誇るYIDFFがセレクトした珠玉の映画上映や、
アニメーション制作ワークショップなど、映画をたっぷり味わおう！

3 24 水 27土～

土 祝3 20 28 日～

街なかライブピアノ

※「つむぐピアノ」演奏可能日時、「軽トラピアノ」設置場所・演奏可能日時
は、決定次第やまぎん県民ホールホームページにてお知らせします。

無料料金

会場╱やまぎん県民ホール、山形市中心市街地

ファンタジックコンサート
時間╱14：00開演
会場╱山形市民会館
　　　大ホール

うたのおねえさんとオーケストラの楽しい
ファミリーコンサート♪ おんがくのプレゼント

3 20
うたのおねえさんと一緒に、生のオーケストラの演奏に合わ
せて遊んじゃうコンサートです。

指揮：佐藤寿一
うたのおねえさん：つのだりょうこ
管弦楽：山形交響楽団
「さんぽ」「おもちゃのチャチャチャ」など

出演

内容

500円（全席指定）
3歳未満のひざ上鑑賞無料

料金

★3歳以上のお子さまはチケットが必要となります。
　また、3歳未満のお子さまでもお席が必要な場合はチケットをお買い
求めくださいますようお願いします。
★入口にベビーカー預り所があります。
★新型コロナウイルス感染症対策として、客席を制限しております。

山形県郷土館
「文翔館」

やまぎん
県民ホール

山形テルサ

山形市民会館

時間╱10：00～17:00
会場╱やまぎん県民ホール

3 28 日
五感を刺激するわくわくなイベントもりだくさん！ 
やまぎん県民ホールを一緒に楽しみましょう！

HIBI★Chazz-K、ストリングラフィ
コンサート、ワークショップなど
ワークショップ①：石ころアートまん○キャンバス
ワークショップ②：やまぎん県民ホール
　　　　　　　　オリジナル缶バッジづくり
ワークショップ③：アロマクラフトワークショップ

出演

内容

無料　※ワークショップ③は有料・要事前申し込み料金

目覚めよ五感！やまぎん県民ホールを楽しみつくそう！

一音木琴あるも
時間╱11：00開演
会場╱やまぎん県民ホール
　　　スタジオ１

ひとつずつのたくさんの音

3 27土

一音ごとに分かれて
いる木琴「一音木琴
あるも」。
木特有の優しく柔ら
かい音を体験してみ
ませんか？

YAMAGATA DREAM WIND 
ORCHESTRA CONCERT 2021

時間╱19：00開演
会場╱山形テルサ  テルサホール

3 24 水

世界で活躍する一流の演奏家をゲス
トに迎え、山形交響楽団とPRO WiND 
023が初共演。さらに山形県内の中学
高校の吹奏楽部の皆さんも参加する
吹奏楽の祭典。

指揮：大井剛史 
フルート：ワルター・アウアー（ウィーン・フィル首席フルート奏者）
トロンボーン：ファブリス・ミリシェー（ミュンヘン国際音楽コンクール第1位）
サクソフォン四重奏：トルヴェール・クヮルテット
吹奏楽：山形交響楽団・PRO WiND 023
共演：山形県内中学・高校生

出演

A.リード：音楽祭のプレリュード
A.リード：カーテン・アップ！
石川亮太：日本民謡による狂詩曲
真島俊夫：富士山～北斎の版画に触発されて～　他

内容

内容

一般 3,000円／高校生以下 2,000円（全席指定）
※未就学児入場不可

料金

※新型コロナウイルスの状況により出演者・曲目が変更になる場合がございます。

街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて かたりあう”

2021

3 20 28土 日祝

山形県郷土館「文翔館」

山形市中心市街地

やまぎん県民ホール

山形市民会館

やまぎん県民ホールテルサホール

やまぎん県民ホールのストリートピアノ
「つむぐピアノ」と、市内各所に現れる
「軽トラピアノ」を自由に演奏して、街
なかに音楽を響かせよう！

ウィーン・フィル首席フルート奏者ワルター・アウアー×ミュンヘン国際音楽コンクール第1位
の世界屈指のトロンボーン奏者ファブリス・ミリシェー×トルヴェール・クヮルテット×山響×
PRO WiND 023×中学高校生による豪華吹奏楽のサウンド

やまぎん県民ホールオープンハウス2021

時間╱9：00～16：30
会場╱文翔館 2Fギャラリー

髙橋和貴

仲道郁代

佐藤寿一

阪 哲朗

山形交響楽団

つのだりょうこ

舘野 泉

ヤンネ舘野 矢口里菜子

大井剛史

HIBI★Chazz-K ストリングラフィ

トルヴェール・クヮルテット

PRO WiND 023

ファブリス・ミリシェーワルター・アウアー

ファブリス・ミリシェーワルター・アウアー

柴田 暦

（仮称）

山形交響楽団ストリングス

★オーケストラ探検イベント
10:00～11:30やまぎん県民ホールロビーなどで開催

※新型コロナウイルスの状況
により出演者・曲目が変更
になる場合がございます。

協力公演

協力公演

まる

C Taku Miyamoto

C 平舘平

C Akira Muto

C K.MiwaK.Miwa

C Masaki ARIYAMAC Masaki ARIYAMA

C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki

C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki
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