
Yamagin Kenmin Hall 
sponsored performance lineup

2023-24 Season

「めざましクラシックス in 山形」

ミュージカル
『ジキル＆ハイド』

フジコ・ヘミング＆山形交響楽団
スペシャルコンサート

ドラゴンクエストの世界

上山音楽祭 
“ル・シャトーかみのやま”
ガラ・コンサート in やまぎん県民ホール

2023

㊐7.23

㊏10.28
㊐29

オペラ指揮者 阪哲朗が誘う
演奏会形式オペラシリーズVol.2
ヴェルディ：歌劇『椿姫』（演奏会形式）

第28回 山形県トップコンサート

やまがた文化の回廊フェスティバル

2024

3月予定
3.20㊌㊗

4.9㊐

4.15㊏
16㊐

東北芸術工科大学 工芸・テキスタイルコース3年生展
『GROUND WARE 2023』

東北UNITED
山響×仙台フィル合同演奏会

舞台
『最高のオバハン 中島ハルコ』

劇団四季 ミュージカル
『クレイジー・フォー・ユー』

舞台
『ガラスの動物園』『消えなさいローラ』

全国共同制作オペラ
J.シュトラウスⅡ世 喜歌劇『こうもり』

4.26㊌

4.29㊏㊗
5.7㊐

~7.2㊐6.21㊌

11.11㊏

12.17㊐

11.23㊗
㊍

1.28㊐

2023年1月末時点の情報です。
今後、公演・イベントが追加・変更に
なる場合がございます。



2023年12月17日 日

全国共同制作オペラ

J.シュトラウスⅡ世 喜歌劇『こうもり』
（ドイツ語上演/日本語・英語字幕付）

オペラ

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
※びわ湖ホール公演11/19日、東京芸術劇場公演11/25土

2023年11月11日 土
主催：劇団四季　共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

原作：東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「最高のオバハン 中島ハルコ」　脚本：西荻弓絵　演出：高橋正徳（文学座）

ユーモアあふれる登場人物たちによって大晦日に繰り広げられる物語
『 こうもり 』 。 ワルツ王とも称されるシュトラウスの美しく優雅な旋律
で彩られ、今もなお世界中で愛され続ける名作です。お馴染みの
阪哲朗×山響のタッグが、豪華キャストとともにお贈りします。

2023年4月15日 土・16日 日 各日13：00開演

ミュージカル

『ジキル＆ハイド』

石丸幹二   笹本玲奈   桜井玲香   石井一孝
柿澤勇人   真彩希帆   Dream Ami   上川一哉
畠中 洋（山形出身）  佐藤 誓  栗原英雄　他

ミュージカル

出演

手にするのは愛か、破滅か―
石丸幹二、柿澤勇人等の豪華キャストによる

傑作ミュージカルが山形に！

狂言師・野村萬斎のオペラ初演出となる話題作！

観るだけで幸せになれる。これぞミュージカル・コメディの決定版！

好評
販売中

4/15

4/16

両日共通

チケット：各日　S席13,500円　A席9,500円　B席7,500円　U-25シート5,000円（全席指定・税込）

主催：さくらんぼテレビ／キョードー東北／キョードーマネジメントシステムズ　共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

演劇

舞台『最高のオバハン 中島ハルコ』

主催：さくらんぼテレビ　共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた　製作：東宝

舞台は豪華客船！ ノンストップ痛快エンターテインメイント出航！

2023年10月28日 土・29日 日 大地真央　他出演

©Florian Hammerich

阪 哲朗（指揮）野村萬斎（演出）

©hiromasa

山形交響楽団（管弦楽）　他

福井 敬
（アイゼンシュタイン）　

田崎尚美
（ロザリンデ）

山下浩司
（フランク）

藤木大地
（オルロフスキー）

与儀 巧
（アルフレード）

青山 貴
（ファルケ博士）

幸田浩子
（アデーレ）

晴 雅彦
（ブリント博士）

桂 米團治
（フロッシュ）

佐藤寛子
（イーダ/山形出身）

『クレイジー・フォー・ユー』ミュージカル

撮影：荒井 健



2024年1月28日 日 15：00開演（14：00開場）
ヴェルディ：歌劇『椿姫』（演奏会形式）

©Florian Hammerich ©Kazuhiko Suzuki

合唱：山響アマデウスコア

チケット：S席6,000円　A席5,000円　B席3,000円　他 （全席指定・税込）
発売日：みんぐるメンバーズ先行：9/23　　 10：00～9/27水
 一般：9/28木10：00～　※窓口販売は翌9/29金10：00 ～
主催：公益社団法人山形交響楽協会　共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

土・祝

2023年4月26日水19：00開演（18：00開場）

フジコ・ヘミング＆山形交響楽団
スペシャルコンサート

リスト：ラ・カンパネラ  ドビュッシー：月の光
ショパン：ピアノ協奏曲 第2番 第2楽章
モーツァルト：ピアノ協奏曲 
　　　　  第21番 第2楽章  他

チケット：S席9,800円　A席8,800円
　　　　   B席6,800円　学生S3,800円（全席指定・税込）

主催：フジコ・ヘミング＆山形交響楽団スペシャルコンサート 実行委員会
　　　山形新聞・山形放送
共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

ピアノ：フジコ・ヘミング
指揮：マリオ・コシック 管弦楽：山形交響楽団

好評
販売中

ドラゴンクエストの世界

指揮とお話：大井剛史
管弦楽：山形交響楽団

すぎやまこういち：
交響組曲「ドラゴンクエストⅧ」 
空と海と大地と呪われし姫君

チケット：S席5,000円　A席4,000円（全席指定・税込）

主催：公益社団法人山形交響楽協会／山形新聞・山形放送
共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

2023年7月23日日15：00開演（14：00開場）

東北UNITED

山響×仙台フィル合同演奏会

曲目

指揮：パスカル・ヴェロ
管弦楽：山形交響楽団
　　   仙台フィルハーモニー管弦楽団

ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
ラヴェル：ダフニスとクロエ 第2組曲、
              ラ・ヴァルス（管弦楽版）、ボレロ 他

チケット：S席5,000円　A席4,000円
　　　　   B席3,000円　他 （全席指定・税込）

発売日：みんぐるメンバーズ先行 3/18土10：00～3/22水
                    一般 3/23木10：00～ ※窓口販売は翌3/24金10：00～

主催：公益社団法人山形交響楽協会
共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

曲目

出演

出演

2023年4月29日　　 
15：00開演（14：00開場）

・祝

好評
販売中

阪 哲朗（指揮） 山形交響楽団（管弦楽）

©Dario Acosta©深谷義宣©タクミジュン

森谷真理
（ヴィオレッタ）

宮里直樹
（アルフレード）

大西宇宙
（ジェルモン）

小林由佳
（フローラ）

井上雅人
（医師/山形出身）

オペラ指揮者 阪哲朗が誘う演奏会形式オペラシリーズVol.2

山形交響楽団

舞台『ガラスの動物園』『消えなさいローラ』

渡辺えり尾上松也 吉岡里帆 和田琢磨（山形出身）

渡辺えりが演劇を志すきっかけとなった不朽の名作をついに故郷・山形で上演！

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2023年11月23日木・祝

52年前の16歳の時に衝撃を受け、
演劇を志したきっかけになった作品を
演出できる喜びに震えています。

―演出 渡辺えり

テネシー・ウィリアムズの出世作『 ガラスの動物園 』 と、別役実がその後日譚として
書いた『 消えなさいローラ 』 の世界初となる二本立て上演に挑みます。



東北芸術工科大学 工芸・テキスタイルコース3年生展

『GROUND WARE 2023』

2023年6月21日 水 ～7月2日 日 ※火曜休館

2024年3月 予定
主催：やまがた文化の回廊フェスティバル2024実行委員会

主催：東北芸術工科大学／山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

※掲載情報は2023年度に開催する公演・イベントの一部です。その他の公演・イベント情報はホームページをご確認ください。　※未就学児はご入場いただけない公演があります。詳細はホームページをご確認ください。
※チケット料金等の詳細は決まり次第順次ホームページにて公開いたします。　※やむを得ない事情により内容が変更になる場合があります。

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-38　TEL：023-664-2220    FAX：023-664-2209　 https://yamagata-bunka.jp
【窓口営業時間】9：00 ～19：00　【休館日】 毎週火曜日（祝日の場合はその直後の平日）年末年始（12月29日～1月3日）
【チケットのご予約・お問い合わせ】やまぎん県民ホール チケットデスクTEL：023-664-2204（10：00 ～19：00）

ゆったりと公演をお楽しみください。

施設内に託児室を完備！施設内に託児室を完備！

小さいお子様をお連れの方も安心！施設ご利用
の有無にかかわらず、どなたでも館内常設の託
児室をご利用いただけます。

事前予約制／定員 先着9名／料金 1時間500円

詳しくはこちら

登録・年会費無料で
お得な特典が盛りだくさん！

当館主催公演チケットの
インターネット先行予約１
チケット発売情報など
メールマガジン配信3

当館で開催するその他公演の
インターネット先行予約

※対象公演のみ
2

みんぐるメンバーズ
協力店でのご優待サービス4

やまぎん県民ホール

「みんぐるメンバーズ」のご案内

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発見するフェスティバル

好評
販売中

チェロ：中木健二　ピアノ：永田美穂　上山音楽祭チェロアンサンブル
県立上山明新館高校 吹奏楽部　県立山形東高校 吹奏楽部

出演

チケット：一般2,500円　学生1,000円（自由席・税込）
発売日：みんぐるメンバーズ先行：2/26日10：00～2/28火
 一般：3/1 水10：00～ ※窓口販売は翌3/2木10：00～
主催：ル・シャトーかみのやま実行委員会　共催：山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

2023年4月9日 日 15：00開演（14：15開場）
「めざましクラシックス in 山形」

大人気公演が3年ぶりに山形で開催！

ヴァイオリニスト：高嶋ちさ子   フジテレビアナウンサー：軽部真一   他

チケット：S席7,000円　A席5,000円　B席3,000円（全席指定・税込）
主催：さくらんぼテレビ／山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた

出演

©平岩 享

第28回 山形県トップコンサート

2024年3月20日（水・祝）13：30開演
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／山形県芸術文化協会

入場
無料

観覧
無料

令和5年度の音楽部門の全国・東北大会で優秀な成績を
おさめた団体が一堂に会し、県内トップレベルの演奏を披露します。

芸工大生が県民ホールからイメージするアートのカタチを展示します

Festival
Le Château de KAMINOYAMA

Gala Concert

©塩澤秀樹 ©武藤章

上山音楽祭“ル・シャトーかみのやま”
ガラ・コンサート in やまぎん県民ホール

2023年5月7日 日 14：00開演（13：30開場）
（山形出身）

世界に羽ばたく若手演奏家と
音楽の素晴らしさをわかちあう喜び


