
City of Roses Fukuyama International Music Festival

2021. 10/14● ▲ 17●木 日
会場●リーデンローズ
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兵庫芸術文化センター管弦楽団

広島交響楽団

岩村力
ⒸNaoyasu UemaⒸNaoyasu UemaⒸ飯島 隆Ⓒ飯島 隆

下野竜也 バリー・ダグラス 福井麻衣 三原未紗子

伊藤翔
ⒸK.MiuraⒸK.MiuraⒸAyako YamamotoⒸAyako Yamamoto

髙木凜々子 加羽沢美濃

ⒸYuji HoriⒸYuji Hori

池辺晋一郎

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

１０/１６（土）～10/１７（日）に会場でお手伝いしてくださるボランティアを募集します。詳しくはホームページをご覧ください。

スペシャルアドバイザー
（公財）ふくやま芸術文化財団理事長

豊田 泰久

総合プロデューサー

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤章

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤章

ばらのまち福山国際音楽祭
実行委員会委員長

リーデンローズ館長  作田 忠司

リーデンローズ

大ホール 小ホール

主催 ● ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会
 （事務局：福山市経済環境局文化観光振興部文化振興課内） 
 TEL：084-928-1117  FAX：084-928-1736
 Mail：bunka@city.fukuyama.hiroshima.jp

制作協力● 株式会社アスペン／株式会社シンバ／株式会社東京コンサーツ／公益社団法人広島交響楽協会／ジャパン・アカデミーアンサンブルソロイスツ

池辺 晋一郎

後援 ● 広島県

協賛 ●

全有料公演を鑑賞できる
スペシャルパスポートが大変お得！

取扱所
リーデンローズチケットセンター 
TEL 084-928-1810
お問い合わせ
ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会事務局
（福山市経済環境局文化観光振興部文化振興課内）
TEL 084-928-1117
http://fukuyama-music-fes.jp/

7月24日（土）
販売開始

10/16土
1dayフリーパス  3,500円

10/17日
1dayフリーパス  4,000円

10/15金～17日
3daysフリーパス  9,000円

音楽祭をまるごと楽しむなら。音楽祭をまるごと楽しむなら。

すべてのチケット販売と整理券配布は7月24日（土）より開始します。
　　　マークのコンサート鑑賞はチケットをお買い求めください。
祝祭管弦楽団演奏会、祝祭邦楽団演奏会の整理券はチケット取扱所（電子
チケットは除く。）・支所・分室・文化振興課にございます。
当日券は各ホール入口で販売いたします。
申し込みが必要な公演は、ホームページにて詳細をご確認ください。

チケットについて

チケット取扱所
福山市
●リーデンローズチケットセンター（TEL 084-928-1810）
●福山市神辺文化会館（TEL 084-963-7300）
●福山市沼隈サンパル（TEL 084-987-1866）
●福山観光案内所　●スガナミ楽器本店　●久松レコード
●フジグラン神辺　●TSUTAYA（新涯店・伊勢丘店・松永店）

有料

府中市
●TSUTAYA（府中高木店）

三原市
●三原市芸術文化センターポポロ

電子チケット
●ローソンチケット（Ｌコード：６１６６４）
●チケットぴあ（Ｐコード：５６２０８７）TEL 0570-02-9999
※電子チケットのコードは統一です。お間違えのないようお求めください。

お問い合わせ ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会事務局
 （福山市経済環境局文化観光振興部文化振興課内）
 TEL 084-928-1117
 http://fukuyama-music-fes.jp/

（ＱＲ番号 ）

ふくやま芸術文化ホール
（リーデンローズ）

新型コロナウイルスの感染拡大防止について
福山市では、感染症の拡大防止策を講じ、感染予防・拡散防止
に努めています。引き続き、国や県の対処方針等に沿って細心の
注意を払い対応してまいります。  

皆さまのご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
◆ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会◆

ご来場のみなさまには、次のとおりお願いいたします。
●マスクをご着用してご来場ください。
●手洗いや手指のアルコール消毒を行ってください。
●人との間隔は、できるだけ2メートル（最低 1メートル）を目
安に空けてください。
●ロビー等の共有スペースでの長時間利用、対面利用、会話は
自粛してください。
●広島コロナお知らせＱＲのご登録をお願いいたします。

令和３年度文化庁
「文化芸術創造拠点形成事業」
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SPECIAL
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No.0002021.10.15fri▶17sun3days

SPECIAL
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限定
50枚
限定
50枚
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50枚
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50枚
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30枚
限定
30枚

福山市内郵便局



やむを得ず、公演の内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

10/14木
大ホール 大ホール 小ホール

10/15金
大ホール 小ホール

10/16土
大ホール 小ホール

10/17日

CITY OF ROSES FUKUYAMA
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

岩村力
ⒸNaoyasu UemaⒸNaoyasu Uema

髙木凜々子 

福井麻衣

加羽沢美濃

三原未紗子
ⒸTakaaki HirataⒸTakaaki Hirata

後藤博亮

向井真帆 原田一平 井上千裕

仁熊美鈴 岩崎美音

田坂蘭子 上本訓久眞田真里絵 藤井美雪

松下知代

バリー・ダグラス
ⒸKatya KraynovaⒸKatya Kraynova

広島交響楽団

下野竜也 松田華音
ⒸAyako YamamotoⒸAyako Yamamoto

crocchio

三原未紗子
ⒸYuji HoriⒸYuji Hori

髙木凜々子 

兵庫芸術文化センター管弦楽団
Ⓒ飯島 隆Ⓒ飯島 隆

バリー・ダグラス岩村力
ⒸNaoyasu UemaⒸNaoyasu Uema

伊藤翔

髙木敏行

ⒸK.MiuraⒸK.Miura

福井麻衣 大島衣恵

岩村力
ⒸNaoyasu UemaⒸNaoyasu Uema

加羽沢美濃 池辺晋一郎

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

兵庫芸術文化センター管弦楽団
Ⓒ飯島 隆Ⓒ飯島 隆

大和証券（株）プレゼンツ
未来へつなぐ
子どもたちへのコンサート
 １回目　10:00∼11:00（開場9:30）
 招待公演

【出演】
岩村力（指揮・ナビゲーター）
髙木凜々子（ヴァイオリン）
フェスティヴァル・ストリング・オーケストラ

【曲目】
モーツァルト：ディヴェルティメント
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか

大和証券（株）プレゼンツ
未来へつなぐ
子どもたちへのコンサート
 ２回目　14:00～15:00（開場13:30）
 招待公演

【出演】
岩村力（指揮・ナビゲーター）
髙木凜々子（ヴァイオリン）
フェスティヴァル・ストリング・オーケストラ

【曲目】
モーツァルト：ディヴェルティメント
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか

大和証券（株）プレゼンツ
未来へつなぐ
子どもたちへのコンサート
 ３回目　10:00～11:00（開場9:30）
 招待公演

【出演】
岩村力（指揮・ナビゲーター）
髙木凜々子（ヴァイオリン）
フェスティヴァル・ストリング・オーケストラ

【曲目】
モーツァルト：ディヴェルティメント
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか

ローズマインド・コンサート
ふくやま祝祭邦楽団演奏会
12:30～13:45（開場12:00）
 無料　※要整理券

【出演】
ふくやま祝祭邦楽団
松下知代（箏・十七絃箏）
﨑谷由佳利（トランペット）
川辺梓（ヴァイオリン）

【曲目】
八橋検校：六段の調
大野雄二：ルパン三世のテーマ
松下知代：届かぬ想い ほか

ローズ・コンサート
広島交響楽団演奏会
14:00～16:00（開場13:30）
 有料  自由席2,500円※未就学児入場不可
 招待 小・中・高校生　※要申込（詳細はHP）

【出演】
下野竜也（指揮）
松田華音（ピアノ）
広島交響楽団

【曲目】
モーツァルト：「後宮からの逃走」序曲 
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第25番 ハ長調

ほか

ママあのねコンサート
～絵とクラシックで楽しむ，
おはなしコンサート～
10:30～11:30（開場10:00）
 招待公演

【出演】
ジャパン・アカデミーアンサンブルソロイスツ
井上千裕（ピアノ）
猪原淑子（語り）

【曲目】
サン=サーンス：組曲「動物の謝肉祭」
ゼリイェンカ：ムジカスロヴァーカ ほか

池田糖化工業（株）プレゼンツ
加羽沢美濃トーク・コンサート
12:45～13:45（開場12:15）
 有料  自由席1,000円※未就学児入場不可

【出演】
加羽沢美濃（ピアノ）

【曲目】
カッチーニ：アヴェ・マリア
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲
アナと雪の女王
加羽沢美濃のリクエストコーナー
　　　　　　　　　  ほか
　　　　　　　　　 

三原未紗子
ピアノ・リサイタル
16:30～17:30（開場16:00）
 有料  自由席1,500円※未就学児入場不可

【出演】
三原未紗子（ピアノ）

【曲目】
シューマン＝リスト：
献呈
ショパン：
ピアノ・ソナタ第3番 ほか

フィナーレ・コンサート
18:00～20:00（開場17:30）
 有料  自由席3,000円※未就学児入場不可
 招待 小・中・高校生　※要申込（詳細はHP）

【出演】
岩村力（指揮）
バリー・ダグラス（ピアノ）
兵庫芸術文化センター管弦楽団

【曲目】
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界より」

ほか

備後の声楽家と演奏家に
よる名曲コンサート
15:15～16:30（開場14:45）
 有料  自由席1,000円※未就学児入場不可

【出演】
田坂蘭子（ソプラノ）
眞田真里絵（ソプラノ）
藤井美雪（アルト）
上本訓久（テノール）
後藤博亮（ゲストコンサートマスター）
ジャパン・アカデミーアンサンブルソロイスツ

【曲目】
中山晋平：ゴンドラの唄
プッチーニ：誰も寝てはならぬ ほか

福井麻衣（ハープ）
ソロ・リサイタル
17:15～18:15（開場16:45）
 有料  自由席1,500円※未就学児入場不可

【出演】
福井麻衣（ハープ／エレキ・ハープ）

【曲目】
ドビュッシー：
亜麻色の髪の乙女
瀧廉太郎：
荒城の月～主題と変奏
　　　　　　　　ほか

バリー・ダグラス ピアノ・リサイタル
「友情と愛の情熱」
18:30～20:00（開場18:00）
 有料  自由席2,000円※未就学児入場不可
 招待 小・中・高校生　※要申込（詳細はHP）

【出演】
バリー・ダグラス（ピアノ）

【曲目】
プロコフィエフ：
「ロメオとジュリエット」より
ベートーヴェン：
「熱情」ソナタ
ムソルグスキー：
展覧会の絵 ほか

大和証券（株）プレゼンツ
未来へつなぐ
子どもたちへのコンサート
 ４回目　14:00～15:00（開場13:30）
 招待公演

【出演】
岩村力（指揮・ナビゲーター）
髙木凜々子（ヴァイオリン）
フェスティヴァル・ストリング・オーケストラ

【曲目】
モーツァルト：ディヴェルティメント
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか

前夜祭コンサート
若きミューズたちの耀き
19:00～20:30（開場18:30）
 有料  自由席2,000円※未就学児入場不可
 招待 小・中・高校生　※要申込（詳細はHP）

【出演】
髙木凜々子（ヴァイオリン）
三原未紗子（ピアノ）

【曲目】
マスネ：タイスの瞑想曲
ハチャトゥリアン：剣の舞
フランク：ヴァイオリン・ソナタ ほか

手をつなごうコンサート
14:30～15:30（開場14:00）
 招待公演

【出演】
crocchio （木管アンサンブル）
沖恵（オーボエ）
柏田知亜紀（クラリネット）
村上裕亮（ピアノ）

【曲目】
エルガー：愛の挨拶
バッハ：G線上のアリア
ショパン：ノクターン第2番 ほか

オープニング・ガラ・コンサート
10:30～11:45（開場10:00）
 有料  自由席2,000円※未就学児入場不可
 招待 小・中・高校生　※要申込（詳細はHP）

【出演】
岩村力（指揮）  兵庫芸術文化センター管弦楽団
福井麻衣（ハープ） 大島能楽堂（能楽）
池辺晋一郎＆加羽沢美濃（ナビゲーター）

【曲目】
ロドリーゴ：アランフェス協奏曲より
J.シュトラウスⅡ世：
ワルツ「南国のバラ」ほか

ローズマインド・コンサート
ふくやま祝祭管弦楽団演奏会
14:00～15:00（開場13:30）
 無料　※要整理券

【出演】
伊藤翔（指揮）
髙木敏行（コンサートマスター）
ふくやま祝祭管弦楽団

【曲目】
ベートーヴェン：
「エグモント」序曲
シベリウス：
フィンランディア ほか

ばらと音楽に染まる４日間  ばらのまち福山国際音楽祭2021へ
ばらのまち福山から世界へ。個性豊かな演奏で音楽の魅力を発信するプロの楽団やアーティスト、市民音楽家たちが名曲の数々を奏でます。素敵な音楽との出会いをお楽しみください。ばらのまち福山から世界へ。個性豊かな演奏で音楽の魅力を発信するプロの楽団やアーティスト、市民音楽家たちが名曲の数々を奏でます。素敵な音楽との出会いをお楽しみください。

パトス


