2020 年 1 月〜6 月の、おもなコンサート･イベントのご案内

ギター文化館のコンサート情報
ギター文化館公式サイト

2020 年 1 月号

運営：東京労音

2020 年はオリンピックイヤー。当館は、開館 28 年目を迎えました。
国内外の魅力的なプロ演奏家によるハイクオリティのコンサートは「コンサートシリーズ」。
当館所蔵銘器ギター演奏中心に、プロの演奏をお気軽に楽しめる「ミュージアムコンサート」。
ハイアマチュアギター愛好家による“熱い”「ワンコインコンサート」。
5 月のギタブンまつり、9 月のシニアギターコンクール、12 月には初の試み「ギタブン・ノエル・フェスタ」(仮称)と、
今年も、石岡(八郷)のアルハンブラ＝ギター文化館から、皆さまに楽しい音楽時間をお届けいたします。
ギター文化館館長 池田由利子

*コンサート時には当館所蔵銘器ギターコレクションのご見学も一緒に楽しめます。
＊当館のコンサートは 13 時半開場／14 時開演が基本です。 路線バスご利用できます。行き→JR 常磐線羽鳥駅前 13:05 発「関鉄グ
リーンバス 板敷山前行き」ギター文化館入口下車、徒歩 5 分。帰り→ギター文化館入口 16:36 発「羽鳥駅前行き」
。乗車時間 10〜15 分。

＊コンサートシリーズチケットのご購入は、当館(①窓口、②電話予約、③公式サイト) のほか、つくば市ノバホール窓口、小美玉市四季文化館みの〜れ窓口でもご購入可。

Concert
Series

〜台風で延期した 2019/10/13 の振替公演です〜

谷辺昌央 ギターリサイタル

１/２６㊐

開演 14:00(開場 13:30)

Concert
Series

２/１㊏

〜初のソロ CD『組曲 プラテーロとわたし』発売記念〜

富川勝智 ギターリサイタル
開演 14:00(開場 13:30)

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

演奏予定曲：

演奏予定曲：

・メルツ／エレジー
・M.ジュリアーニ／ロッシニアーナ第 5 番 Op.123、
第１番 Op.１１９
・武満徹／《ギターのための 12 の歌》より
星の世界、シークレット・ラブ、イエスタディ、他
・細川俊夫／《日本民謡集》より 子守唄、さくら

・組曲「プラテーロと私」（E. S. デ・ラ・マーサ）
・ロートレック賛歌（E. S. デ・ラ・マーサ）
・光のない練習曲（A.セゴビア） 他

・・・・・・・・・・・・・

前売一般 3,500 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増）
全席自由 ＊入場は小学生以上

Concert
Series

〜本場アルゼンチンタンゴギタリストが、
歌い、奏でる!〜

ミルタ･アルバレス ギターリサイタル
２/２９㊏

開演 14:00(開場 13:30)

・・・・・・・・・

タンゴ発祥の地、ブエノスアイレスから
初来日ツアーの茨城公演！
巨匠アニバル・アリアス直系の
本格派女流ギタリスト。
出演：
ギター／ミルタ・アルバレス
共演：
ギター／清水悠
鍵盤打楽器／山田あずさ

・・・・・・・・・・・・・

前売一般 3,500 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増）
全席自由 ＊入場は小学生以上

Concert
Series

〜風の旅(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ&ｷﾞﾀｰ)&飯尾久香(ﾁｪﾛ)!!〜

春分の日のコンサート

３/２０㊎
開演 14:00
(開場 13:30)
・・・・・・・・・
出演：
ヴァイオリン／西浦詩織
ギター／稗田隼人
チェロ／飯尾久香

演奏予定曲：

・・・・・・・・・・・・・

・A.コレッリ作曲: ヴァイオリン・ソナタ 作品 5 第 12 番 ニ短調「ラ・フォリア」
・P.チャイコフスキー作曲(稗田隼人編): 弦楽セレナーデ 作品 48 より「ワルツ」
・稗田隼人作曲: ベネズエラ・ワルツ 第 2 番 ホ短調「優しい人へ」(2019 年作
曲コンクール入選作品) 他

前売一般 3,500 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増） 全席自由

前売一般 3,000 円／学生 1,000 円（当日各 500 円増）
全席自由 ＊入場は小学生以上

＊入場は小学生以上

Concert
Series

音楽活動 25 周年記念リサイタル

Concert
Series

〜デビュー20 周年記念コンサート〜

大萩康司 ギターリサイタル

宮下祥子 ファビュラスコンサート
〜エレガントな 19 世紀ギター、エクセレントなモダンギター、２つの世界を楽しむ、すてきな演奏会〜

３/2８㊏

開演 14:00(開場 13:30)
・・・・・・・・・
演奏予定曲：

・F.ソル／魔笛の主題による変奏曲 作品９
・A.バリオス／大聖堂
・藤井敬吾／羽衣伝説
・スコットランド民謡（壺井一歩編）／アメージング・グレイス
・P.マッカートニー（武満徹編）／イエスタディ
・H.アーレン（武満徹編）／オーバー・ザ・レインボー
他

・・・・・・・・・・・・・
前売一般 3,500 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増） 全席自由
＊入場は小学生以上

Concert
Series

〜渡辺大輔ファーストアルバム発売記念コンサート〜

渡辺大輔 ｹｰﾅワールド

「ギターは耐え、そして希望し続ける」

４/４㊏

演奏予定曲：
J.S.バッハ／
リュート組曲 第 4 番 ホ長調 BWV1006a
池辺晋一郎／
ギターは耐え、そして希望し続ける
L.ブローウェル／
ラ・グラン・サラバンダ
ほか

前売一般 3,500 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増）

長谷川きよし スペシャルコンサート
開演 14:00(開場 13:30)
・・・・・・・・・

出演：
ケーナ／渡辺大輔
ピアノ／根木マリサ
ヴァイオリン／菅野朝子
パーカッション／熊本比呂志

変わらぬ美声、心打つ歌とギター。
今年も感動をあなたに

４/２９㊌

開演 14:00(開場 13:30)

・・・・・・・・・・

前売一般 3,500 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増） 全席自由 ＊入場は小学生以上

・Ｂ公演：13㊏14 時開演（開場 13：30）
※入場は小学生以上
前売一般 3,000 円／学生 1,000 円
・Ｃ公演：14㊐11 時開演（開場 10：30）
※入場は小学生以上
前売一般 3,000 円／学生 1,000 円
（各公演共に当日各 500 円増） 全席自由

ハロー!

先着 10 名様限定のくるみコー
ヒーランチは 6/14㊐のみ実施。
特製パエリアランチセット（サ
ラダ、デザート、コーヒー付）
1,500 円ご予約受付中。

ギタブン

ギター文化館の 2020 年上半期も、楽しさいっぱい♪ご来場お待ちしています。

開場 13:30〜／開演 14:00〜 演奏時間約１時間
入場料：大人 1000 円／学生 500 円 ※入場は小学生以上。

□１/１１㊏・・・北口功「ギター演奏会」
□１/１２㊐・・・
□１/１８㊏・・・
□２/８㊏・・・・北口功「ギター演奏会」
□３/２１㊏・・・北口功「ギター演奏会」
□６/７㊐‥・・

■新春早期特別優待予約受付中。
（1/31 受付分迄、一般＆学生共に
前売価格から 500 円引き）

昨年初来日！
「展覧会の絵」の驚異的演
奏を披露して聴衆を圧倒!!
ギターファンのあいだに、
大旋風を巻き起こしました。
あの絶対音感ギタリスト、
ホルヘが再来日します。
今年はどんな音楽を聴かせ
てくれるのでしょうか？
乞うご期待！！！

大人 2 人目以降 前売 2,000 円
子供 2 人目以降 前売 1,000 円

〜プロ演奏家による、演奏楽器のレクチャー付きコンサート〜

前売一般 4,500 円／学生 2,000 円
（当日各 500 円増）
全席自由 ＊入場は小学生以上

ホルヘ・カバジェロ ギターリサイタル

６/１３㊏〜６/１４㊐

お気軽に本格演奏会「ミュージアムコンサート」

・・・・・・・・・・・・・

Gitabun
Festival

村治奏一 TONES LIVE

〜当館ホールで聴くきよしさんの歌声、サイコーです♪〜

・・・・・・・・・

〜世界的な実力派ギタリスト、待望の再来日ツアー実現!!〜

〜広い世代にクラシックギターの音色を届けたい!!
今年は 2 日に分けて全３回公演を開催♪〜

・Ａ公演：13㊏11 時開演（開場 10：30）
親と子(年中〜小学生迄）向け。
※大人のみの入場不可
前売親子ペアチケット（大人１名子供１名）3,000 円

前売一般 3,500 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増） 全席自由 ＊入場は小学生以上

＊入場は小学生以上

Concert
Series

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

全席自由

開演 14:00(開場 13:30)

Concert
Series

開演 14:00(開場 13:30)

・・・・・・・・・
古代より愛されてきた『ハープ』。癒しの力を
秘めるその音色は、常に人々の慰めとなって
きました。1600 年代イタリア『バロックハープ』
を中心にその時代の作品をお楽しみいただきます。
また 1400 年代の中世ハープ、1500 年代の
ルネサンスハープも登場します！
演奏予定曲：
モンテヴェルディ：苦しみはかくも甘く
マイオーネ：トッカータ第 1 番
J.S バッハ：プレリュード ハ長調 BWV846 ほか

・・・・・・・・・・・・・

４/２５㊏

前売一般 3,000 円／学生 1,000 円
（当日各 500 円増）
全席自由 ＊入場は小学生以上

西山まりえ バロックハープリサイタル
５/３０㊏

・・・・・・・・・

４/１１㊏

・・・・・・・・・・・・・

〜世界的に活躍するヒストリカル･ハープ奏者〜

〜ヨーロッパ歴史的ハープの変遷〜

開演 14:00(開場 13:30)

Concert
Series

Concert
Series

〜館内２つのコンサート、館外は楽しい模擬店。
ボンネットバスが羽鳥駅と当館をシャトル（無料）〜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第 ５ 回 ギ タ ブ ン ま つ り ・・・５/４㊊
●風の旅〜ヴァイオリンとギターのコンサート
開演 12:00〜 (開場 11:30) 約 1 時間

フリーコンサート
ギター文化館のステージで生演奏をしてみませんか?
（ギター以外の生演奏楽器もＯＫ。但し、ドラムやアンプ使用の大音量楽器はエントリー不可）
▼事前エントリー制。受付締切は前々日金曜日じゅう
▼エントリー方法 ①申込用紙(公式サイトからダウンロード可) ②メール
mail@guitar-bunkakan.com ③電話 0299-46-2457④FAX0299-46-2628

▼エントリー料：独奏 1,000 円／二重奏以上 500 円(1 名につき)
▼演奏時間：1 人（組） 10 分以内・演奏中の調弦時間含む
㊟１０分を超える演奏の場合は２枠エントリーして下さい(最大２枠迄)
▼演奏順は、前日に当館ブログ、FB 等でお知らせ
▼スタートは 13 時予定。※終演後に人気投票あり。
▼観覧できます。入場料：大人 800 円/学生 400 円
□2/23(日)第 77 回(ゲスト演奏：稗田隼人)
□5/2(土)第 78 回スペシャルフリーコンサート(特別ゲスト&講評：濱田
滋郎、司会：北口功) *この回のみエントリー方法、料金別途。要問合せ
□6/21(日)第 79 回(ゲスト演奏：井上學)
□8/30(日)第 80 回(ゲスト演奏：大島直)
□10/18(日)第 81 回(ゲスト演奏：高野行進)
□12/20(日)第 82 回(ゲスト演奏：谷島崇徳)

1 枚のチケットで２つのコンサートが楽しめます

●グルッポ・カデンシア〜大好評のゴキゲンライブです♪〜
楽しすぎる(^▽^)/〜ブラジル・ショーロ音楽コンサート
開演 14:00〜 (開場 13:30) 約 2 時間
前売一般 3,000 円／学生 1,000 円（当日各 500 円増）
全席自由 ＊小学生以下入場無料
耳寄り情報♪
風の旅のギタリスト稗田隼人
&グルッポカデンシアの７弦ギ
タリスト尾花毅、２人のジョイ
ントもあるらしい…
P.S.尾花さんはギタリスト鈴木
大介さんとのジョイントライブ
でも有名デス♬

■都合により、変更になる場合もございますので、ご来場の際には公式 HP やブログ等で必ずご確認下さい。ギター文化館で検索!!

ギター文化館の音楽教室で、個人レッスンを受けてみませんか？
対象：幼児から大人まで。初心者、中級〜上級者、レッスン生のレベルに合わせて楽しく指導します。
楽器の種類：クラシックギター、アコースティックギター、オカリーナ、ウクレレ
講師：クラシックギター（足立江美子、井上學、大島直、高野行進、稗田隼人、谷島崇徳） *特別講師：北口功
アコースティックギター（大島直、高野行進、稗田隼人、谷島崇徳）
オカリーナ（おがわゆみこ）
ウクレレ（大島直、稗田隼人）*２月から開講。１月に体験レッスン可
開講曜日：♪足立教室(木曜 第 2・第４or 日曜 第 2・第４) ♪井上教室(日曜) ♪大島教室(木曜 第２・第４) ♪高野教室(日曜)
♪稗田教室(水曜 第２・第４) ♪谷島教室(水曜 第１・第３) ♪北口教室（不定期１レッスン・要問合せ）
♪小川教室(水曜 第１・第３or 金曜 第 2・第４)
*都合により変更になる場合もあります
入会金：5,000 円(但し、1 レッスンは除く)
月謝：月２回 9,000 円、月 1 回 6,000 円 (オカリーナのみ月２回 9,000 円、月 1 回 5,000 円）
受講時間：１回 45 分（オカリーナのみ 50 分）
*北口功特別 1 レッスンは 10,000 円（50 分）
〒315-0124

茨城県石岡市柴間 431-35

東京労音 ギター文化館

TEL.0299-46-2457(月火休館)

