
●大ホールにお越しの場合
に限り、2階大ホール入
口付近にてサーモグラ
フィーによる自動検温を
行いますので、そのまま
お進みください。検温の
結果、37.5度以上の場
合は入館できません。

● お手持ちのチ
ケットの裏面左
側（切り取った際
の小さい方）に、
お名前とお電話
番号をご記入く
ださい。

その他、館内でのお願い
●館内では常時マスクの着用を
お願いします。

●館内のすべての場所において、
人と人との距離を確保した行
動（ソーシャルディスタンス）
をお取りください。

●館内でのお食事はご遠慮くだ
さい（0035店舗内を除く）。

●「厚生労働省 新型コロナ
ウイルス接触確認アプリ
（COCOA）」のインストール
にご協力ください。

● LINEアプリを活用した「山
形県新型コロナ安心お知らせ
システム」への登録にご協力
ください。

やまぎん県民ホール  広報紙

み
ん
ぐ
る

Vol.6
2021.May & June

表紙の写真

手すりの個性的なデザインは縄文土器の
文様を模したもの。山形県では、舟形町
で発見された縄文時代の土偶「縄文の女
神」をはじめ、多くの縄文土器が発掘され
ています。

やまぎん県民ホール広報紙 みんぐる Vol.6
2021年4月21日（水）発行

発行 山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた　 023-664-2220
mingle（みんぐる）とは、英語で“混ざる・入り混じる・一緒にする”という意味。人・自然・文化など、山
形のチカラがみんなぐるぐる混ざり合い、山形の未来に向けて挑戦していくという想いを込めました。

Vol.7は
2021年

6月20日（日）
発行予定

やまぎん県民ホール
〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-38
　 023-664-2220　　 023-664-2209
開館時間 9:00～22:00
受付時間 9:00～19:00（休館日をのぞく）
休館日 毎週火曜日（祝日の場合はその直後の平日）
　　　 および年末年始

https://yamagata-bunka.jp
@yamagata_bunka

【アクセス】 JR山形駅西口徒歩 1分

【駐車場】県民べにばな駐車場
駐車可能台数：366台
（うち優先スペース 8台分）
利用料金：最初の30分無料
以後30分ごとに100円
1日上限 500円（24時間営業）

※駐車可能台数に限りがあるため、公共交通機関または近隣の駐車場もご利用ください。

駅
形
山

J
R

▶
県庁

霞城
セントラル
霞城
セントラル

山形テルサ

マックスバリュ
山形駅西口店
マックスバリュ
山形駅西口店

▼かみのやま温泉▼かみのやま温泉

▲天童▲天童

やまぎん
県民ホール

P P

P
P

P P

P
P

P

N

あなたもわたしもやまぎん県民ホールマイスター ～つむぐピアノ編～

2021年度 やまぎん県民ホール主催イベントラインナップ
太鼓芸能集団 “鼓

こ ど う

童”

やまぎん県民ホール……大きな建物だけど、ホール以外には何があるの？
利用者の皆さんの疑問やお悩みを解決します！

ホール入り口のピアノは“つむぐピア
ノ”と言い、ストリートピアノとしてど
なたでも弾いていただけます。実際に、
老若男女さまざまな方が弾いてくだ
さっています。料金はかかりません。

P助さん

P助さん

つむぐピアノ編

スタッフ

いつでも弾いて
いいの？ 予約は
できるの？

ホールの入り口にあるピアノ、
弾いてみたいけれど、
誰でも弾いていいの？
料金はかかるの？

大ホールに催事がある時間帯
は、お弾きいただくことができ
ません。当館ホームページに「つ
むぐピアノご利用カレンダー」
を掲載しておりますので、ご確
認の上お越しください。また、
ご予約はできませんので、譲り
合ってご利用ください。 

スタッフ

つむぐピアノ

※ご利用時間／ 9:00～22:00（休館日除く）
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やまぎん県民ホールにご来館のすべてのお客さまへ
やまぎん県民ホールでは新型コロナウイルス感染予防のため、

お客さまとスタッフの健康と安全の確保を最優先に運営しております。
ご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力をお願いします。

大ホールイベントでは自動検温
を行っております。

●体調がすぐれない方（咳、呼吸困難、全身倦怠感、
咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害 など）。

● 37.5度以上の発熱がある方、または発熱が続い
ている方。

体温測定と手指消毒にご協力ください
●施設の入り口に体表面温度測定器を設置してい
ます。すべてのご入館者に体表面温度測定への
ご協力をお願いします。検温の結果、37.5度以
上の場合は入館できません。

●ご入館の際には、館内設置の消毒液で手指の消
毒をお願いします。

大ホールイベントにお越しの際のお願い

以下に該当する方はご入館をお控えください



オーケストラや和太鼓、ミュージカルをはじめ、今年も心躍る

ご紹介したのはほんの一部。このほかにも
魅力的なイベントをたくさん計画しています。
続報をお楽しみに！

※価格はすべて税込みです。

やまがた芸術の森
音楽祭 2021

音楽、食、映画など、山形の文化の魅力
をさまざまなテーマでお届けする、やま
ぎん県民ホール恒例のオリジナル音楽祭。
オープンハウスやイベント広場での楽しい
イベントなど、盛りだくさんで開催予定。

10月予定
第25回 
山形県トップコンサート
2022/3/21 月 祝

吹奏楽やマーチング、合唱をはじめとし
た、さまざまな分野で全国大会出場など
の優秀な成績を収めた、県内の学校・団
体による伝統のお披露目コンサート。

イ・ムジチ合奏団 
結成70周年記念ツアー

6月発売予定10/1 金

仙台・山形エリアでは15年ぶり。今回
はピアソラ生誕100年を記念した特別な
プログラム！ ふたつの《四季》が織りなす、
美しい音の風景をお楽しみください。

【出演】
イ・ムジチ合奏団

今、世界で望みうる最高のピアニストの
ひとりである巨匠・ツィメルマンの演奏を、
やまぎん県民ホールの優れた音響空間で
ご堪能ください。

【出演】
クリスチャン・ツィメルマン（ピアノ）

11/23 祝火 8月発売予定

3大テノールの宴 
―奇跡の一夜！

日本が誇る 3人のテノール歌手が〈誰も寝
てはならぬ〉や〈女心の歌〉など、オペラ・
アリアの名曲の数々を、オーケストラの響
きに乗せてたっぷりと聴かせるスペシャル
なコンサート。

【出演】
藤岡幸夫（指揮）、福井 敬、村上敏明、笛田博昭（テ
ノール）、山形交響楽団（管弦楽）

2022/2/23 祝水

ミュージカル 
『マイ・フェア・レディ』
12月予定

東北UNITED
山響×仙台フィル
合同演奏会 11/22（月）発売

【出演】
飯森範親（指揮）、山形交響楽団、仙台フィルハー
モニー管弦楽団（管弦楽）

【曲目】
マーラー：交響曲第 5番 ほか

飯森範親

©s.yamamoto

ドラゴンクエストの世界
4/29 15:00開演祝木 発売中

日本舞踊の祭典

生演奏による古典舞踊や、現代の我々に
も降りかかり得る困難に立ち向かう猫たち
の絆を表現した、創作舞踊を上演。華や
かで美しい舞台をお楽しみください。

5/3 13:00開演祝月 発売中

ストリートダンスの日

さまざまなダンスジャンルの鬼才たちが監
修・振付のもと、オーディションで選ば
れた若き才能がハイレベルなダンスナン
バーを披露。県内ダンサーも多数集結し
お届けする、ダンスの祭典。

5/23 18:00開演日 発売中

藤岡幸夫 福井 敬

笛田博昭村上敏明

©Shin Yamagishi

山形県総合文化芸術館
オープニング事業

山形県総合文化芸術館
オープニング事業

合唱の祭典
山形県合唱連盟創立70周年事業

世界で活躍する指揮者・山田和樹と東
京混声合唱団を迎え、山形のアマチュ
ア合唱団・オーケストラが共演する合
唱祭。本公演のために久石譲が制作し
た作品〈I want to talk to you〉を初演。

6/19 15:00開演土 発売中

山形県総合文化芸術館
オープニング事業

創立40周年ツアー 第1弾
鼓童ワン・アース・
ツアー2021 ～鼓

つづみ

6/26 土 14:00開演 発売中

© 岡本隆史

©Alessandro Petrini

©Bartek Barczyk

注目！

クリスチャン・ツィメルマン 
ピアノ・リサイタル

注目！ 注目！

注目！

公演がいっぱい！今年度も盛りだくさんでお届けします♪

2021年度

世界的にも評価が高く、組太鼓ブームの
火付け役として国内でも圧倒的な人気と
実力を誇る“鼓

こどう

童”。創立40周年を記念し
た、原点に立ち返り、新たな領域への礎
となる舞台。

【出演】
太鼓芸能集団 鼓童

【曲目】
入破、モノクローム、大太鼓、屋台囃子、族 ほか

【曲目】
ピアソラ：ブエノスアイレスの四季
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲〈四季〉 ほか

【料金】
S席 5,000円　A席 4,000円
B席 3,000円　X席 1,500円　
※ 25歳以下：S～B席 各種1,000円引き
※ X席は舞台が見えにくい場合があります。
　あらかじめご了承ください。

第1弾やまぎん県民ホール主催 イベントラインナップ

©HIKAWA

©HIKAWA©HIKAWA

2022/3/13 日 15:00開演

“東北は音楽でつながっている”をテーマ
に、東北が誇るふたつのプロ・オーケスト
ラがタッグを組み、合同演奏会を行います。

主催：山形交響楽協会

日本ミュージカル史に燦然と輝く金字塔、
やまぎん県民ホールで堂々上演決定！
※公演日時、キャスト、料金などは 6月に発表予定

主催：さくらんぼテレビ　製作：東宝

山響が贈る壮大なドラゴンクエストの世
界。心躍る名曲の数々を、オーケストラの
生演奏でお楽しみください。

主催：山形交響楽協会

【出演】
大井剛史（指揮とお話）、山形交響楽団（管弦楽）

【曲目】
すぎやまこういち：
交響組曲「ドラゴンクエストⅢ」そして伝説へ…

【料金】
S席 4,500円　A席 3,800円 ※未就学児入場不可

©Kazuhiko Suzuki

※公演の内容や曲目は変更となる場合があります。ご了承ください。

MiNGLe.  32



山形市十日町 4-1-4
 023-628-2161
 7:30 ～ 16:00

【定休日】土曜日・日曜日・祝日

オリオンカフェ

【モーニング】フレンチトースト
セット 430円→ 350円
【ランチ】
ステーキ丼 630円→ 560円

メンバーズ特典

「
み
ん
ぐ
る
メ
ン
バ
ー
ズ
」

協
力
店
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

やまぎん県民ホール友の会「みんぐるメンバーズ」に入会すると、お得な特典がたくさん！ 協力店でのご優待や特典をご紹介します♪ ※登録などの詳細は 6ページ下部をご覧ください。

3その

“和太鼓 ”と聞いて、何が思い浮かびますか？ 
お祭りやお神輿、伝統芸能などさまざまなことがらはもちろん、
習いごとや趣味で親しんでいる方もいらっしゃるでしょう。
日本の歴史と深い結びつきを持つ和太鼓は、
昨今、世界からも大きな注目を集めています。

山形市城南町 2-6-16
 023-646-1344
 9:30～ 19:00

【定休日】第 1月曜日

おやつ屋さん

1回のお買い物につき
20円引き

メンバーズ特典

※
定
休
日
・
営
業
時
間
は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
は
各
店
舗
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　古くは縄文時代から情報伝達の手段とし
て用いられるなど、日本人の生活とは切っ
ても切り離せない存在である和太鼓。お祭
りや盆踊りはもちろん、伝統芸能である雅
楽や歌舞伎にも使用されていますし、神社
やお寺でご祈祷などを受けて、知らず知ら
ずのうちにその音を耳にしていることも多
いでしょう。また最近はシェイプアップや
ストレス発散にもなると、習いごととして
も人気を集めています。
　オーケストラや合唱団にもプロ集団が存
在するのと同じく、和太鼓にもプロの演奏

集団が存在します。そのひとつが、新潟県
佐渡市を拠点に活動している“鼓

こ ど う

童”です。
1981年にベルリン芸術祭でデビューし、
今年 40周年を迎えた鼓童は、これまでに
52以上の国と地域で6,500回を超える活
動を行ってきました。和太鼓と聞くと、冒
頭のようにお祭りや伝統芸能などのにぎや
かで、しかし荘厳でもある日本的なイメー
ジを思い浮かべる方が多いかと思いますが、
鼓童の公演は、なんといっても実にスタイ
リッシュ。いにしえから続く日本の伝統を
守りつつ、現代に合わせてアップデートし

山形市城南町1-1-1
霞城セントラル24F

 023-685-8760
 11:30～14:30／17:30～21:00

【定休日】火曜日

旬菜四季 ひろぜん

松花堂弁当（2,300円）が、
毎月 1日、2日、3日の
予約限定で 20％引き

メンバーズ特典

山形市香澄町1-4-5
マルイビルB1

 023-641-2389
 18:00～ 24:00

【定休日】不定休

割烹 利休

500円のお通しサービス

メンバーズ特典

鼓童ワン・アース・ツアー
2021 ～鼓

つづみ

6月26日（土） 14:00開演

【出演】
【曲目】

【料金】

太鼓芸能集団 鼓童
入破、モノクローム、大太鼓、屋
台囃子、族 ほか
S席 5,000円、A席 4,000円
B席 3,000円、X席 1,500円

公
演
情
報

た、より“カッコイイ”舞台に、きっとこれ
までの和太鼓の印象がひっくり返ってしま
うことでしょう。クラシック・ジャズ・ロッ
ク・ダンスなど異なるジャンルとの共演や、
世界の主要な国際芸術祭、映画音楽などへ
参加し、各地で高い評価を得ています。
　そんな鼓童の舞台を、この山形で体感で
きるチャンスが6月にやってきます。カッ
コイイ和太鼓に圧倒される準備はいいです
か？ 熱い舞台で、この夏の始まりを迎えま
しょう！

太鼓芸能集団“鼓
こ ど う

童”

写真：岡本隆史

この度、鼓童創立40周年記念ツアー第 1弾“鼓”をやまぎん県民ホールに
て開催いたします。本作は、太鼓の魅力を最大限に引き出し、多彩多様な
音が奏でられます。鼓童創立を記念し、現代音楽作曲家 石井眞木氏により
作曲された〈入破〉をはじめ、長年演奏され、練り込まれた楽曲に新曲も交
えた迫力あるステージです。太鼓は古来より無病息災、疫病退散を祈念す
るなど、人間の営みには欠かせない楽器です。昨年からのコロナ禍の影響
により、世界中の人々の生活が一変する状況となりましたが、太鼓の響きが、
みなさまの活力の一助となりますよう、一打一音に気持ちを込めてお届けい
たします。ぜひ、生の太鼓の響きを県民ホールにてご体感ください。

やまぎん県民ホール 大ホール

鼓童の代表 船橋裕一郎さんから、メッセージをいただきました！

季節に合わせた
旬の味をご賞味ください。

日替わりランチ
（ドリンク付き）
560円です。

当店人気メニュー
“チーズどんどん”
ぜひご賞味ください！

2階からの景色と
旬菜料理を
お楽しみください。

船橋裕一郎さん
太鼓芸能集団 鼓童代表

※ 25歳以下：S～B席 各種 1,000円引き
※ X席は舞台が見えにくい場合があります。
　あらかじめご了承ください。

創立40周年ツアー 第 1弾
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入会金
年会費

無料「みんぐるメンバーズ」
へ入りませんか？
入会金・年会費は無料！ 
だけどお得な特典盛りだくさん！

当館主催公演チケットの先行予約やまぎん県民ホール友の会

やまぎん県民ホール ※休館日：毎週火曜日（祝日の場合
はその直後の平日）および年末年始023-664-2220（9:00～22:00）「みんぐるメンバーズ」についてのお問い合わせ

当館で開催するその他公演の先行予約
※対象公演のみ

メールマガジン配信
公演情報、チケット発売情報など

その他ご優待サービス
協力店での割引など

登録は
こちらから！

11特
典

22特
典

33特
典

44特
典

公
演
レ
ポ
ー
ト

や
ま
ぎ
ん
県
民
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
公
演
・
イ
ベ
ン
ト
を
振
り
返
り
ま
す
。「芸術を通じた山形の新しい魅力発信がしたい！」「やま

ぎん県民ホールのこと、文化の回廊フェスティバルのこ
とをもっと知ってほしい！」という想いが重なって実現
した今回の動画撮影。YouTuberとしても発信力のある
ジャズピアニスト、ジェイコブ・コーラーさんと山形市
内の名所や銀山温泉を“軽トラピアノ”でめぐりました。
撮影準備は想像以上に大変でしたが、街の方々から言
葉では言い表せないほどの暖かく力強いご協力を得て、
地域とアーティスト、県民ホールが本当の意味で一緒
になって作ったイベントとなりました。（公演担当／O）

【街なかライブピアノ】
ジャズピアニスト ジェイコブ・
コーラーさん動画撮影

やまがた文化の回廊フェスティバル関連企画

日本舞踊の祭典

（公社）日本舞踊協会山形県支部の実力派と、日本舞踊界の新
進気鋭の舞踊家たちが集結し、華やかで美しい舞台を繰り広
げます。第 1部は常磐津・長唄の生演奏による古典舞踊七番。
演出の中には、小学生 7名での〈長唄 越後獅子〉を織り込みま
した。そして第 2部では、この公演のためにリメイクされた創
作舞踊〈当世うき夜猫〉を上演いたします。

5/3 13:00開演　大ホール祝月

【出演】
（公社）日本舞踊協会 山形県支部

【演目】
長唄：新曲浦島、常磐津：大和
団子、長唄：藤娘、長唄：越後
獅子、長唄：鷺娘、常磐津：乗
合船恵方万歳、常磐津：関の扉、
創作舞踊：当世うき夜猫

【料金】
全席自由：3,000円
※未就学児入場不可

Twitter、やってます。
ツイッター

ホールの日々、発信中。ぜひフォローを。

@yamagata_bunka

発売中

【出演】
山田和樹（指揮）、東京混声合唱団（合唱）、山形県合唱連盟、山形
県アマチュアオーケストラ連盟

【料金】
全席自由：
2,500円

世界で活躍する若手屈指の指揮者 山田和樹と東京混声
合唱団を迎え、山形のアマチュア合唱団／オーケスト
ラとともにつくりあげる合唱祭。東京混声合唱団の演
奏のほか、この日のために久石譲が新たに制作した作
品〈I want to talk to you〉と、組曲〈蔵王〉を出演者合
同で演奏します。

6/19 15:00開演　大ホール土

合唱の祭典
山形県合唱連盟創立70周年事業

【曲目】
1部：東京混声合唱団 ステージ
2部：久石 譲 作曲：I want to talk to you（委嘱作品・初演）
3部： 佐藤 眞 作曲／尾崎左永子 作詞：混声合唱と管弦楽のための

組曲〈蔵王〉

※未就学児入場不可　※ 2020年5月10日（日）の公演チケットをお持ちのお客
さまは、お手元のチケットでそのままご鑑賞いただけます。また、開演時間が
15:00に変更となっているためご注意ください。

久石 譲 山田和樹

© Yoshinori Tsuru

延期公演

※ 2020/5/10（日）の延期公演です。
発売中

～華やかで美しい日本舞踊が舞台を彩ります～

黒須洋嗣 YOSHIE TATSUO gash!

ストリートダンスの日

さまざまなダンスジャンルの鬼才が山形に集結し、若き才能ととも
に作り上げるダンスの日。県内ダンススタジオのメンバーや高校
ダンス部、チアリーディングなどの個性豊かなプログラムのほか、
日本トップクラスの演出家、ダンサーの監修・振り付けのもと、オー
ディションで選ばれた若者たちが圧巻のステージを披露します。

【出演】
MPF、BRILJAN、BEAT SURF、BEAT FACTORY CHANNEL-i、天童高校ダ
ンス部、城北高校ダンス部、パスラボ山形ワイヴァンズチア、モンテ勝手に応援
団チア ほか
監修：黒須洋嗣、演出／プロデュース：MAKO（MPF）
特別コレオグラファー：黒須洋嗣、YOSHIE、TATSUO、gash!

【料金】
指定席：3,000円、自由席：2,500円

5/23 18:00開演　大ホール日

※ 2020/8/30（日）の延期公演です。

※未就学児入場不可　※感染症対策のため、座席は間隔を空けて販売します。

～山形の若きダンサーたちが集うダンスの祭典～ 延期公演

発売中

※ご来場の際は感染症予防にご協力ください。詳細はホームページをご覧ください。
※感染症の拡大状況により収容人数が制限された場合は、座席数を制限して
　販売する可能性がございます。

※公演詳細はやまぎん県民ホールホームページをご覧ください。
※公演中止の場合をのぞき、チケットの変更・払い戻しはいたしません。
※やむを得ない事情により、内容が変更になる場合がございます。

山形県総合文化芸術館オープニング事業
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