
〔対　象〕

１．当会が補助対象とした文化行事。

　　●対象となる行事は、前期分を ４月 　◎各事業の詳細は、それぞれの前売券発売日に

　　　　　　　　　　　　　　　 後期分を10月 　　合わせて互助会報でお知らせします。

２．補助対象は、「会員」・「会員の扶養家族（公立学校共済組合等で認定された保険証に記載されている方）

　 　ならびに小学生以上１８才以下（ただし１８才となった年度末まで）の会員の子ども」です。

〔補　助〕※補助は１公演につき１人１回限りです。

・補助券は前売券の料金で設定しています。

１．前売券の金額が7,000円以上のとき・・・・・・・ 大人・子ども　2,000円補助

２．大人料金1,000円以上7,000円未満のとき ・・・ 大人・子ども　半額程度補助（上限1,000円）

３．大人料金1,000円未満のとき・・・・・・・・・・・・・ 大人のみ　１/４程度補助

〔申し込み・利用方法〕

１．「観劇・鑑賞補助券申込書」（申込用紙はＨＰからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます）に所定事項を記入のうえ、申し込みください。

２．申込用紙受付後、すぐに「観劇・鑑賞補助券」を送付します。

３．各自が主催者またはプレイガイドで入場券を買い求める時に補助券を提出すれば、補助金額を差し引いて買い

　　求めることができます。

４．補助券で前売券を前もって必ず購入してください。当日入場できないことがあります。

５．補助券が利用できるプレイガイドは、主催者毎に違います。チケット等問い合わせ先にご確認ください。

６．「観劇・鑑賞補助券申込書」の受付開始は、原則として公演日の２か月前とします。

　　ただし、チケット発売日が２か月より前の場合は申込書の受付を発売日より前にします。

文化鑑賞補助

文化鑑賞補助について

にＨＰでお知らせします。



【後期】

実施月日・時間 実　施　場　所 公　演　内　容　等
（予定） （チケット問い合わせ先） （予定）

演目
キエフ・クラシック・バレエ 9月20日（水） 「くるみ割り人形」

チャイコフスキー　夢の3大バレエ名場面集 19：00～ 「白鳥の湖」
「眠れる森の美女」

iichiko総合文化センター
小林道夫チェンバロリサイタル iichiko音の泉ホール

大分県芸術文化
ご遠慮願います。 スポーツ振興財団

097-533-4004

S席 8,700円
ディズニー・オン・クラシック 10月6日（金） A席 7,000円
まほうの夜の音楽祭2017 19:00～

能楽堂ArsSchola vol.16
「畠山　美由紀」コンサート

特別展「開山1300年記念六郷満山と仁聞」

GS席 12,000円
S席 10,000円
A席 8,000円

11 11月5日（日） B席 6,000円
13:00～ C席 4,000円 大分県芸術文化

U25割席　A～C席　半額 スポーツ振興財団
※未就学のお子様の入場は 097-533-4004

月 ご遠慮願います。

一般
高・大生

460円
260円

大分県立歴史博物館
（0978-37-2100）

10月20日（金）
～

12月3日（日）
9:00～

中津近郊で活躍されているアマ
チュアバンド5団体が出演。

11月5日（日）
13:00～

全席自由席 1,000円
第16回おじさんバンドライブ in 中津

～甦れ青春!!～
リル・ドリーム

（0979-24-1155）

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

日田市民文化会館
パトリア日田

（0973-25-5000）

9月27日（水）
18:30～

3,000円
1,500円

一般席
U25割席

ご遠慮願います。

平和市民公園能楽堂
（097-551-5511）

六郷満山開山1300年を記念し、
その歴史の節目に登場する「仁
聞」伝承を柱として、六郷満山の
成立と展開、宇佐国東の文化と
広がりを紹介します。

東京文化会館、愛知県立劇場との共
同制作によるオペラ。イギリスの伝統
的なオペラフェスティバルであるグラ
インドボーン音楽祭との連携公演。豪
華で甘美な世界を描くリヒャルト・シュ
トラウスの名作『ばらの騎士』を上演
する。オペラ指揮者として名高いワイ
ケルトが、名古屋フィル―ハーモニー
交響楽団を率います。

10月15日（日）
18:30～

一般
小・中生

月 事　　　　業　　　　名　

4,320円
2,160円

全席指定席

入場料
（予定・前売）

3,800円

※未就学のお子様の入場は

※未就学のお子様の入場は
ご遠慮願います。

※未就学のお子様の入場は

9

月

10

月

オペラ『ばらの騎士』

鍵盤楽器奏者の大家、小林道
夫によるチェンバロリサイタ
ル。J.S.バッハの大曲、平均律
クラヴィーア曲集第1巻（全24
曲）を演奏します。

ディズニー映画の輝く名曲の数々
を、新進気鋭のオーケストラの演
奏とニューヨークを拠点に活躍す
るヴォーカリストたちの歌声でお
贈りいたします。

2015年10月に、能楽堂ArsScholaコン
サートで好評を博した、ボーカリスト
畠山美由紀の2回目となるコンサー
ト。ギターリスト小池龍平とのデュオで
お贈りします。

大分放送

097 − 553 − 2509
 



実施月日・時間 実　施　場　所 公　演　内　容　等
（予定） チケット問い合わせ先 （予定）

S席 8,000円 日田市民文化会館
松竹大歌舞伎 日田公演 A席 6,000円 パトリア日田

B席 4,000円 （0973-25-5000）

全席指定席
GS席 8,000円

松竹大歌舞伎 11月14日（火） S席  6,000円
 iichiko presents 　大分公演 14:00～ A席 4,000円 大分県芸術文化

B席 3,000円 スポーツ振興財団
U25割　GS～B席　半額 097-533-4004

全席自由席
一般席 3,000円
小・中・高生 2,000円

一般席 2,000円
小・中・高・大生 1,000円
※未就学のお子様の入場は

ご遠慮願います。

S席 8,640円
A席 6,480円
B席 3,240円
S学生席
（小・中・高・大生） 6,480円
A学生席
（小・中・高・大生） 4,320円

12 ※4歳以上入場可

月

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

月 事　　　　業　　　　名　
入場料

（予定・前売）

12月3日（日）
13：30～

コンパルホール ゴスペルコンサート 2017

一般
車椅子席

3,000円
1,500円

1,000円
12月3日（日）

14：00～
大分県民俗芸能フェスティバル　2017

チェコ・フィルハーモニー八重奏団
大分公演

ゴスペルシンガー木村HIRO洋幸と多
彩な歌声が魅力のヴォーカルグルー
プ、StarLightsが贈るゴスペルコン
サート。国民文化祭おおいた2018へ
向けて、コンパルホール合唱団ととも
に、パワフルでハートフルなステージ
をお届けします。
今回は、「GOSPEL HISTORY」と題し
て、ブラックミュージックの世界もお楽
しみいただけます。

コンパルホール
1F文化ホール

（097-538-3700）

ホルトホール大分
大ホール

（097-576-8877）

「親指姫」「人魚姫」「みにくいあひ
るの子」これらを書いたのはデン
マークの童話作家アンデルセン。
彼が「物語の王様」になるまでを
描いた青春物語をあなたの街で
上演します！華やかなミュージカ
ル。是非ご期待ください。

ミュージカル『アンデルセン』
11月30日（木）

18:30～

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

中村獅童、初グランシアタ！
年に1回の大分公演を、お見
逃しなく。

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の
主要メンバー8人が奏でるコンサー
ト。ドヴォルザークやスメタナの名曲
ほかクラシックの人気曲、日本の歌、
世界のメロディーをお贈りします。

11月23日（木・祝）

14:00～

大分県内の民族芸能の多彩さと魅力
をシリーズ化して公開するフェスティ
バルの第1弾。鶴市花傘鉾祭、中津
祇園（松前音頭）、風流杖踊り、草地
踊り、御嶽神楽、佐柳獅子舞の6団体
が出演する。

ホルトホール大分
大ホール

（097-576-8877）
全席自由席

臼杵市民会館
大ホール

県内公募の合唱団とプロアマ合同オーケストラ
「大分第九オーケストラ」による臼杵初の第九公
演。国際指揮者コンクールに優勝し国内外の一
流オーケストラを指揮する寺岡清高氏を指揮に
迎え、独唱にソプラノ首藤玲奈、アルト但馬由
香、テノール土崎譲（以上大分出身）、バリトン佐
野正一ら国内外で活躍中の実力派が並ぶ。

11月26日（日）
14:00～

第19回大分県民芸術文化祭　閉幕行事
大分ふるさと　第九 in臼杵

凛々しく華やかな容姿と、しな
やかで柔軟な表現力を兼ね備
えた、 今最も注目される俳優
の一人、中村獅童がパトリア
日田に初お目見得！

11月11日（土）
13:00～

11

月

劇団四季 福岡オフィス

092‐ 292 ‐ 1160
 

実行委員会

097‐ 536‐ 0522
 



実施月日・時間 実　施　場　所 公　演　内　容　等
（予定） チケット問い合わせ先 （予定）

一般席 3,800円
パトリア”水郷”音楽会2017 12月10日（日） 小・中・高 2,000円

「パトリアの第九」 15：00～

12
全席自由席
一般席 5,000円
小・中・高・大生 2,500円
障がい者・介助者席 2,500円

月 ※車椅子席6席あり

全席自由席

一般席 500円

H30

1月20日（土）

1 18:30～

1月21日（日） 大分県芸術文化

13:00～ スポーツ振興財団

月 097-533-4004

S席 6,480円

1月21日（日） A席 5,400円

能楽の祭典 13:00～ B席 4,320円

※未就学のお子様の入場は
ご遠慮願います。

iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール

月 事　　　　業　　　　名　
入場料

（予定・前売）

前進座　特別公演『たいこどんどん』
12月12日(火）

18：30～

12月24日（日）
10：00～
14：00～

中津文化会館で映画をみよう！
スクリーン事業　第5弾　映画『SING／シング』

中津文化会館で定期的に映画を上
映することになりました。
12月は映画『SING／シング』を上映し
ます。

中津文化会館
（0979-24-1155）

新春にふさわしい日本の伝統的な話
芸、落語を披露。特別な音響や、舞
台設置、衣装や道具などを使わず、
身振りと語りのみで観客を魅了する
落語を至近距離でお楽しみください。

ホルトホール大分
小ホール

（097-576-8877）
新春ホルトホール寄席

1月14日（日）
14:00～

出演：近藤　良平　　首藤　康之
　　　　長塚　圭史　　松　たか子
内容：鏡の向こうがわにいる「私」は
だれ？そこにはどんな世界が広
がってるの？子どももおとなも一緒
に楽しめるお芝居を「鏡」をモチーフ
にお届けします。

平和市民公園能楽堂がお贈りす
る年間最大の能楽公演。全国で
活躍する一流能楽師が一同に集
結します。初心者から上級者まで
愉しんで頂ける演目をご用意して
おります。

指揮　現田茂夫、演奏　九州交響楽
団、合唱　日田市民。合唱界のカリス
マ栗山文昭ひきいる栗友会のメン
バーより合唱指導を受けた日田市民
と九州を代表するプロのオーケストラ
が「第九」「筑後川」で協演します。

ホルトホール大分
大ホール

日田市民文化会館
パトリア日田

（0973-25-5000）

創立86周年を迎えた老舗の劇団前進
座の公演『たいこどんどん』は、井上ひ
さし原作の傑作喜劇。井上流言葉遊び
と、いずみたくの織りなす音楽で創り出
される世界には日本の伝統芸能の手
法、歌舞伎・落語・講談・富本節・かっぽ
れ等ふんだんに取り入れられている。
江戸を舞台に笑いと共に何よりも明日
への活力の一歩になる演劇です。

一般・高・大生
小・中生

2,000円
1,000円

全席指定席
U25割席

5,000円
2,500円

『かがみのかなたはたなかのなかに』

平和市民公園能楽堂
（097-551-5511）

大分市民劇場

097 − 532 − 0365
 



実施月日・時間 実　施　場　所 公　演　内　容　等
（予定） チケット問い合わせ先 （予定）

一般席 3,000円

U25割席 1,500円

※未就学のお子様の入場は 大分県芸術文化
ご遠慮願います。 スポーツ振興財団

097-533-4004

全席指定席

一般・大人 2,000円 宇佐文化会館・ウサノピア

中学生以下 1,500円 （0978-33-3100）

全席指定席 1,000円

※未就学のお子様の入場は
ご遠慮願います。

全席指定席

S席 7,000円

2月15日（木） A席 6,000円

19:00～ B席 5,000円 日本フィル

小・中・高・大生 2,000円 大分公演実行委員会

車椅子席 3,000円 097-558-1111

全席自由席 1,000円

※未就学のお子様の入場は
ご遠慮願います。

全席自由席 2,000円

月 事　　　　業　　　　名　
入場料

（予定・前売）

楽興の時 in 中津 2018
2月25日（日）

15：00
中津文化会館

（0979-24-1155）

2020年に生誕250年を迎えるベートー
ヴェンを記念して、ベートーヴェンが作
曲した全16曲の弦楽四重奏曲を5年間
にわたり演奏するプロジェクトの2年目。
演奏はウェールズ弦楽四重奏団。2年
目の今年は、弦楽四重奏曲第3番ニ長
調作品18-3、第16番ヘ長調作品135、
第8番ホ短調作品18-2「ラズモフスキー
第2番」を演奏します。

純邦楽の魅力を伝えるプロジェクト「音
和座」。ニューヨークでも活躍の若き三
味線奏者本條秀慈郎とその師匠本條
秀太郎を中心とした「和の合唱プロジェ
クト」を立ち上げ和楽器アンサンブルを
バックに地元の合唱団の方々と一緒に
歌い上げます。
楽曲はこの日の為の新曲です。合唱は
大分の合唱団である「コンパルホール
合唱団」と共に作り上げます。

iichiko総合文化センター
iichikoグランシアタ

宝のまち・豊後FUNAI芸術祭
「音和座　大分公演」

2月10日（土）
18:30～

平和市民公園能楽堂
（097-551-5511）

iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール

NHK交響楽団第1コンサートマスター
篠崎史紀氏をむかえ、地元の子ども
たちが共に学び、成果を発表します。

2月3日（土）
14：00～

ベートーヴェン弦楽四重奏曲
全曲演奏会第2夜

2月4日（日）
13：00～

さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室
in　宇佐

世代を問わず人気絶大なさかなクンの
公演。映像を使い、お魚クイズやおどろ
く話がいっぱい。
同時開催：「見て、触れて、楽しむ」
タッチプール（「うみたまご」提供）

2

月

国内外での活躍が期待される大分市
にゆかりのある若手演奏家を中心と
したクラシックコンサート。音楽をいか
したまちづくりを行うことを目的にはじ
まった「おおいた夢色音楽プロジェク
ト」の一環として開催しています。将
来を嘱望されている若手演奏家に発
表の機会を提供するとともに、その才
能の育成と市民のみなさんへの認知
浸透を図ることを目的としています。

第11回　大分市ふるさとコンサート
2月25日（日）

14:00～

コンパルホール
1F文化ホール

第43回　日本フィル in kyusｙu 大分公演

指揮：井上　道義
ヴァイオリン：山根　一仁

＜曲目＞
モーツァルト：
　　ヴァイオリン協奏曲第5番
マーラー：
　　交響曲第5番

大分市文化国際課

097 − 537 − 5663
 



実施月日・時間 実　施　場　所 公　演　内　容　等
（予定） チケット問い合わせ先 （予定）

一般 2,500円
小・中・高・大生 1,500円
ペア席 4,000円
（ペア席のみ当日券なし）
※未就学のお子様の入場は

ご遠慮願います。

第10回大分市ふるさとコンサートでソプ
ラノ佐藤美枝子氏やピアノ赤松林太郎
氏らとの協演でデビューを飾り話題と
なった大分待望のプロフェッショナルな
弦楽オーケストラ「ストリング大分」がつ
いに再演決定。第18回マウロ・パオロ・
モノポーリ国際ピアノコンクール第2位
（1位なしの最高位）ピアノ平山麻美、
ヨーロッパの声楽コンクール優勝歴の
ある実力派バリトン朝来泰生と夢の協
演を果たす。

iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール

3月4日（日）
14:00～

Tasty Concert vol.6
ピアノ平山麻美、バリトン朝来泰生、

ストリング大分　協演

3
　
月

月 事　　　　業　　　　名　
入場料

（予定・前売）


