
一 般 販 売 開 始 ／2013年11月24日（日）
emo倶楽部販売開始／2013年11月23日（土）

2013.12/20 金
19:00開演（18:30開場）

一　　　般 2,000円（全席指定）
大学生以下 1,000円（但し25才以下）

iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール
iichiko総合文化センター 検索

X’mas Premium Night Show
Heart of Christmas2013 Music&Art

3組のアーティストによる音楽とパフォーマンスの豪華競演

エンラ／九州初上陸！映像とパフォーマンスが完全にシンクロした新次元のステージ

アルケミスト／優しい歌声と旋律のハートフルコンサート ユナイト／心に語りかけるアカペラのハーモニー

出演／enra（エンラ）、アルケミスト、UNITE（ユナイト）

12月20日【金】

ミスター・ワークショップ、榎本寿紀による
ワークショップ「光の街をつくる」

・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13：00～14：30
・対　象：未就学児（4～6歳）とその保護者10組（20名）程度
新県立美術館教育普及ア
ドバイザーの榎本寿紀氏
によるワークショップ。子ど
もたちとお母さんたちが一
緒になって、クリスマスに
ふさわしい、光の街をつく
ります。わくわく、どきど
き、色々な絵が、光の街に
浮かび上がります。

12月20日【金】

音と映像の作家、多田正美による
「サウンド・エンカウンター」

・場　所：iichikoアトリウムプラザ　・時　間：14：30～15：30

「サウンド・エンカウンター」と
は、映像や、竹や石、ススキ、水な
どを使った、複合的で、まったく
新しい、即興演奏のこと。ロープ
で繋いだ２０本の竹を、身体に
巻き付けての、激しいアクショ
ン。木や輪ゴム、瓶などの音をコ
ンタクトマイクで増幅させ、身体
と空間を絡め合わせる、希有な
パフォーマンス。

主催：大分県芸術文化ゾーン創造プロジェクト実行委員会
[事務局]（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団Tel .097-533-4011

後援：大分県・大分県芸術文化振興会議・大分合同新聞社・NHK大分放送局・OBS大分放送
TOSテレビ大分・OAB大分朝日放送・FM大分・OCT大分ケーブルテレコム・シティ情報おおいた

大分県立美術館プレイベント
平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業

Vol.72

メイン会場：iichikoアトリウムプラザ（OASISひろば21 1F）
サテライトスポット：ガレリア竹町・セントポルタ中央町・府内五番街

この事業は、平成27年春の県立美術館開館に向けて、大分県における芸術文化ゾーンの拠
点整備と、それを核にしたネットワークづくりを目指し、県や商店街等と一体となって取り
組むものです。また、フィリピン・レイテ島災害支援にも協力しています。
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組むものです。また、フィリピン・レイテ島災害支援にも協力しています。

＜ゲストアーティスト＞

12月19日【木】

12月21日【土】～23日【月・祝】
・場　所：ガレリア竹町、セントポルタ中央町、府内五番街、トキハ前、JR大分駅前
・時　間：11:00～17:00

大道芸アカペラパフォーマンスロード

①坂茂展 －災害支援建築－（12/4～12/15）
　・場　所：iichikoアトリウムプラザ

オープニングフェスタ
・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：17:00～

中津北高校書道＆
吹奏楽パフォーマンス
オープニングセレモニー

②トークイベント 坂茂氏（12/7）・新見館長（12/14）
　・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
③ワークショップ（12/4～12/15の期間中随時開催）
　・場　所：竹町ドーム広場（12/4）・アートプラザ（12/7）
　　　　　0-Labo（12/8）・コンパルホール（12/14）
　　　　　まちなか支局（12/4～12/15）
④美術館建設工事現場見学会（12/15）
　・場　所：県立美術館建設工事現場
　・対象者：小・中学生、一般の方

アトリウムステージ

12月4日【水】 12月4日【水】～15日【日】
12月21日【土】～23日【月・祝】渇いた太陽

・場　所：iichiko音の泉ホール
・時　間：18:30開演（18:00開場）
・料　金：7,000円（全席指定）

［作］テネシー・ウィリアムズ
［演出］深作健太
［出演］浅丘ルリ子、上川隆也
　　　貴城けい、他
豪華キャストでお届けする愛と
憎しみの人間ドラマ。

アカペラグループに、ジャグリング、パントマイム、チョークアーティスト
など日本全国からクリスマスシーンを盛り上げるアーティスト達が集結。
街角に歌声と笑い声が響き渡ります。

Baby Boo
ハートウォーミングなメロ
ディと絶妙なハーモニー
と、アカペラの透明感ある
コーラス感は、独特の温か
さがあります。クリスマス
に、温かいアカペラのハー
モニーをお届けします。

アルケミスト
アルケミストの代名詞
ともなっている“即興ソ
ング”は瞬時に音楽と物
語を紡ぎ出す。日本テレ
ビの「世界１のSHOWタ
イム」で全国の視聴者を
感動の渦に巻き込んだ。

UNITE
音楽の楽しさと、人と人と
の心を結び付けたい。心に
語りかけるUNITEの歌声は
聴く人の心を幸せな気持ち
へと導いてくれる。未知な
る可能性を秘めた新しいス
タイルのグループです。

大分市出身。５歳から
木村二郎氏に師事。こ
れまでにMAROプロ
ジェクトに３回参加、
NHK交響楽団の篠崎
史紀氏らとも共演。

東京で音楽活動をし
ています。僕も、ス
タッフさんも、お客さ
んも皆が楽しめる時
間を作りたいです。

大分の子どもたちに
よるジュニアオーケ
ストラ。今回は弦楽
器の有志メンバーに
よる特別なステージ
をお届けします。

大分県立美術館プレイベント
OPAMフェスタ

12月20日【金】
アフター5コンサート Vol.72

・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：17:00～18:00
・出　演：パーカッショングループミレニアム
　　　　Liefde Klinken（リーフデ・クリンゲン）

21日【土】 22日【日】 23日【月・祝】
ミュージカル体験ワークショップin津久見
時間：12:00～12:30

尺八合奏団「游の会」
時間：14:00～14:30

ミュージカル体験ワークショップ in 大分
時間：17:30～17:50

新日鐵吹奏楽団
時間：15:00～15:30

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room
時間：16:10～16:40

Dee Dee’s
時間：16:50～17:20

工藤篤（ヴァイオリン独奏）
時間：12:00～12:30

1. Eiji Hashimotoライブ
時間：12:00～12:30

1.

別府アルゲリッチ音楽祭
プロモーションコンサート
時間：13:00～13:45

2.

時間：14:10～14:40

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room

3.

Co＊Coライブ
時間：15:00～15:30

4.

県立由布高等学校郷土芸能部庄内神楽
時間：15:50～16:20

5.

ダンスファクトリークリスマスダンスショー
時間：12:45～13:30

2.

劇団水中花
時間：14:00～14:40

3.

時間：15:00～15:20 

4.

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
時間：16:00～16:30 

5.

ここはぐ ベジタブルズ劇場
時間：17:00～17:30

6.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

・場　所：iichikoアトリウムプラザ

◎参加は無料です。イベントによっては定員がございますので詳しく
は大分県庁（県立美術館推進局）のホームページをご覧いただき、お
申し込みください。

ピアノ界のスター、アルゲリッチが開
催する第16回「別府アルゲリッチ音
楽祭」は来年4月下旬～5月上旬開催!
「県出身若手演奏家コンサート」参加
で、県内外で活躍中のヴァイオリニス
ト朝来桂一が贈る極上のハーモニー。
クリスマスにふさ
わしい、美しい調
べにのせて、素敵
なひとときをお届
けします。

CO＊Coとは『心』=
ココロの最初の2文
字をとって作った名
前です♪皆様に心の
こもった歌をお贈り
します。

白谷典子(Ｖo)、坂本格一
(Org/Pf)のDUO。大分を
拠点に九州各地でライブ
演奏を展開中。

楽しくお野菜たちに
親しみを持ってもらお
うと始めた食育ミュー
ジカル。
X’masバージョンで
お楽しみください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

7.

皆さんに満足頂
けるよう、元気よ
く一生懸命舞い
たいと思います。

Heart of Christmas!2013
ファイナルコンサート
時間：18:00～19:00

6.

Y'zENTERTAINMENTのハートフルなクリ
スマスファンタジーダンスショーケースを
ご堪能ください。

大分市で、地域に求
められる作品や創
作作品の上演を行
う劇団。肌寒い日
に、心あたたまる物
語をお送りします。

ダンスファクトリー2013年最後のステージ
を最高に盛
り上げます！
皆さんも一
緒に踊りま
しょう！

毎年吹奏楽コンクー
ルや定期演奏会、地域
行事演奏など、年間十
数件の音楽活動を行
なっています。

11/2～4の３日間、津久見で開催されたミュージ
カル体験ワークショッ
プの成果をここ大分
で発表します。

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

昨年に続いての演奏。皆さんになじみのあ
る曲も選んで演奏し
ます。尺八の音色を
楽しんでください。

津久見樫の実少年少女合唱団
時間：13:00～13:30

2.
100名を超す団員が、子供でなければ表現で
きない児童合唱の世
界を追求し、“より楽し
く美しく”を目標に頑
張っています。

平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業

http://www.pref.oita.jp/site/suisinkyoku/

今夏の大分のワークショップ参加者が、月
に2度集まり密かに
稽古を積み重ねて
きました。成果をぜ
ひご覧ください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

8.
大道芸アカペ
ラパフォーマン
スロードで活躍
したパフォー
マー達が集結

大道芸アカペラ
パフォーマンス
ロードで活躍し
たパフォーマー
達が集結

出演：望月ゆうさく、サンキュー手塚、PERFORMER CHIKI 出演：ユキンコアキラ、あきらとひろと 出演：Baby Boo、アルケミスト他全出演者

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

Heart of Christmas 2013のフィナーレ
を飾るコンサート。アーティストと共にみ
んなでク リス
マスソングを
歌おう。 

サンキュー手塚

PERFORMER CHIKI

大道芸人ひろと あきらとひろと 松本かなこ

渡辺あきら望月ゆうさく ユキンコアキラ　

パーカッショングループミレニアム Liefde Klinken

RED’s(大分商業高校)／ゴスペルソウル (APU立命館アジア太平洋大学)
Re’BORN(福岡教育大学)／アルコ(社会人)／キャッツアイ(社会人)
パステルクロック（インディーズ）

Y’z ENTERTAINMENT PRESENTS
ファミリークリスマスショーケース

アカペラ
グループ

協賛イベント
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③ワークショップ（12/4～12/15の期間中随時開催）
　・場　所：竹町ドーム広場（12/4）・アートプラザ（12/7）
　　　　　0-Labo（12/8）・コンパルホール（12/14）
　　　　　まちなか支局（12/4～12/15）
④美術館建設工事現場見学会（12/15）
　・場　所：県立美術館建設工事現場
　・対象者：小・中学生、一般の方

アトリウムステージ

12月4日【水】 12月4日【水】～15日【日】
12月21日【土】～23日【月・祝】渇いた太陽

・場　所：iichiko音の泉ホール
・時　間：18:30開演（18:00開場）
・料　金：7,000円（全席指定）

［作］テネシー・ウィリアムズ
［演出］深作健太
［出演］浅丘ルリ子、上川隆也
　　　貴城けい、他
豪華キャストでお届けする愛と
憎しみの人間ドラマ。

アカペラグループに、ジャグリング、パントマイム、チョークアーティスト
など日本全国からクリスマスシーンを盛り上げるアーティスト達が集結。
街角に歌声と笑い声が響き渡ります。

Baby Boo
ハートウォーミングなメロ
ディと絶妙なハーモニー
と、アカペラの透明感ある
コーラス感は、独特の温か
さがあります。クリスマス
に、温かいアカペラのハー
モニーをお届けします。

アルケミスト
アルケミストの代名詞
ともなっている“即興ソ
ング”は瞬時に音楽と物
語を紡ぎ出す。日本テレ
ビの「世界１のSHOWタ
イム」で全国の視聴者を
感動の渦に巻き込んだ。

UNITE
音楽の楽しさと、人と人と
の心を結び付けたい。心に
語りかけるUNITEの歌声は
聴く人の心を幸せな気持ち
へと導いてくれる。未知な
る可能性を秘めた新しいス
タイルのグループです。

大分市出身。５歳から
木村二郎氏に師事。こ
れまでにMAROプロ
ジェクトに３回参加、
NHK交響楽団の篠崎
史紀氏らとも共演。

東京で音楽活動をし
ています。僕も、ス
タッフさんも、お客さ
んも皆が楽しめる時
間を作りたいです。

大分の子どもたちに
よるジュニアオーケ
ストラ。今回は弦楽
器の有志メンバーに
よる特別なステージ
をお届けします。

大分県立美術館プレイベント
OPAMフェスタ

12月20日【金】
アフター5コンサート Vol.72

・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：17:00～18:00
・出　演：パーカッショングループミレニアム
　　　　Liefde Klinken（リーフデ・クリンゲン）

21日【土】 22日【日】 23日【月・祝】
ミュージカル体験ワークショップin津久見
時間：12:00～12:30

尺八合奏団「游の会」
時間：14:00～14:30

ミュージカル体験ワークショップ in 大分
時間：17:30～17:50

新日鐵吹奏楽団
時間：15:00～15:30

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room
時間：16:10～16:40

Dee Dee’s
時間：16:50～17:20

工藤篤（ヴァイオリン独奏）
時間：12:00～12:30

1. Eiji Hashimotoライブ
時間：12:00～12:30

1.

別府アルゲリッチ音楽祭
プロモーションコンサート
時間：13:00～13:45

2.

時間：14:10～14:40

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room

3.

Co＊Coライブ
時間：15:00～15:30

4.

県立由布高等学校郷土芸能部庄内神楽
時間：15:50～16:20

5.

ダンスファクトリークリスマスダンスショー
時間：12:45～13:30

2.

劇団水中花
時間：14:00～14:40

3.

時間：15:00～15:20 

4.

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
時間：16:00～16:30 

5.

ここはぐ ベジタブルズ劇場
時間：17:00～17:30

6.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

・場　所：iichikoアトリウムプラザ

◎参加は無料です。イベントによっては定員がございますので詳しく
は大分県庁（県立美術館推進局）のホームページをご覧いただき、お
申し込みください。

ピアノ界のスター、アルゲリッチが開
催する第16回「別府アルゲリッチ音
楽祭」は来年4月下旬～5月上旬開催!
「県出身若手演奏家コンサート」参加
で、県内外で活躍中のヴァイオリニス
ト朝来桂一が贈る極上のハーモニー。
クリスマスにふさ
わしい、美しい調
べにのせて、素敵
なひとときをお届
けします。

CO＊Coとは『心』=
ココロの最初の2文
字をとって作った名
前です♪皆様に心の
こもった歌をお贈り
します。

白谷典子(Ｖo)、坂本格一
(Org/Pf)のDUO。大分を
拠点に九州各地でライブ
演奏を展開中。

楽しくお野菜たちに
親しみを持ってもらお
うと始めた食育ミュー
ジカル。
X’masバージョンで
お楽しみください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

7.

皆さんに満足頂
けるよう、元気よ
く一生懸命舞い
たいと思います。

Heart of Christmas!2013
ファイナルコンサート
時間：18:00～19:00

6.

Y'zENTERTAINMENTのハートフルなクリ
スマスファンタジーダンスショーケースを
ご堪能ください。

大分市で、地域に求
められる作品や創
作作品の上演を行
う劇団。肌寒い日
に、心あたたまる物
語をお送りします。

ダンスファクトリー2013年最後のステージ
を最高に盛
り上げます！
皆さんも一
緒に踊りま
しょう！

毎年吹奏楽コンクー
ルや定期演奏会、地域
行事演奏など、年間十
数件の音楽活動を行
なっています。

11/2～4の３日間、津久見で開催されたミュージ
カル体験ワークショッ
プの成果をここ大分
で発表します。

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

昨年に続いての演奏。皆さんになじみのあ
る曲も選んで演奏し
ます。尺八の音色を
楽しんでください。

津久見樫の実少年少女合唱団
時間：13:00～13:30

2.
100名を超す団員が、子供でなければ表現で
きない児童合唱の世
界を追求し、“より楽し
く美しく”を目標に頑
張っています。

平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業

http://www.pref.oita.jp/site/suisinkyoku/

今夏の大分のワークショップ参加者が、月
に2度集まり密かに
稽古を積み重ねて
きました。成果をぜ
ひご覧ください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

8.
大道芸アカペ
ラパフォーマン
スロードで活躍
したパフォー
マー達が集結

大道芸アカペラ
パフォーマンス
ロードで活躍し
たパフォーマー
達が集結

出演：望月ゆうさく、サンキュー手塚、PERFORMER CHIKI 出演：ユキンコアキラ、あきらとひろと 出演：Baby Boo、アルケミスト他全出演者

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

Heart of Christmas 2013のフィナーレ
を飾るコンサート。アーティストと共にみ
んなでク リス
マスソングを
歌おう。 

サンキュー手塚

PERFORMER CHIKI

大道芸人ひろと あきらとひろと 松本かなこ

渡辺あきら望月ゆうさく ユキンコアキラ　

パーカッショングループミレニアム Liefde Klinken

RED’s(大分商業高校)／ゴスペルソウル (APU立命館アジア太平洋大学)
Re’BORN(福岡教育大学)／アルコ(社会人)／キャッツアイ(社会人)
パステルクロック（インディーズ）

Y’z ENTERTAINMENT PRESENTS
ファミリークリスマスショーケース

アカペラ
グループ

協賛イベント



一 般 販 売 開 始 ／2013年11月24日（日）
emo倶楽部販売開始／2013年11月23日（土）

2013.12/20 金
19:00開演（18:30開場）

一　　　般 2,000円（全席指定）
大学生以下 1,000円（但し25才以下）

iichiko総合文化センター
iichiko音の泉ホール
iichiko総合文化センター 検索

X’mas Premium Night Show
Heart of Christmas2013 Music&Art

3組のアーティストによる音楽とパフォーマンスの豪華競演

エンラ／九州初上陸！映像とパフォーマンスが完全にシンクロした新次元のステージ

アルケミスト／優しい歌声と旋律のハートフルコンサート ユナイト／心に語りかけるアカペラのハーモニー

出演／enra（エンラ）、アルケミスト、UNITE（ユナイト）

12月20日【金】

ミスター・ワークショップ、榎本寿紀による
ワークショップ「光の街をつくる」

・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13：00～14：30
・対　象：未就学児（4～6歳）とその保護者10組（20名）程度
新県立美術館教育普及ア
ドバイザーの榎本寿紀氏
によるワークショップ。子ど
もたちとお母さんたちが一
緒になって、クリスマスに
ふさわしい、光の街をつく
ります。わくわく、どきど
き、色々な絵が、光の街に
浮かび上がります。

12月20日【金】

音と映像の作家、多田正美による
「サウンド・エンカウンター」

・場　所：iichikoアトリウムプラザ　・時　間：14：30～15：30

「サウンド・エンカウンター」と
は、映像や、竹や石、ススキ、水な
どを使った、複合的で、まったく
新しい、即興演奏のこと。ロープ
で繋いだ２０本の竹を、身体に
巻き付けての、激しいアクショ
ン。木や輪ゴム、瓶などの音をコ
ンタクトマイクで増幅させ、身体
と空間を絡め合わせる、希有な
パフォーマンス。

主催：大分県芸術文化ゾーン創造プロジェクト実行委員会
[事務局]（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団Tel .097-533-4011

後援：大分県・大分県芸術文化振興会議・大分合同新聞社・NHK大分放送局・OBS大分放送
TOSテレビ大分・OAB大分朝日放送・FM大分・OCT大分ケーブルテレコム・シティ情報おおいた

大分県立美術館プレイベント
平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業

Vol.72

メイン会場：iichikoアトリウムプラザ（OASISひろば21 1F）
サテライトスポット：ガレリア竹町・セントポルタ中央町・府内五番街

この事業は、平成27年春の県立美術館開館に向けて、大分県における芸術文化ゾーンの拠
点整備と、それを核にしたネットワークづくりを目指し、県や商店街等と一体となって取り
組むものです。また、フィリピン・レイテ島災害支援にも協力しています。

一 般 販 売 開 始 ／2013年11月24日（日）
emo倶楽部販売開始／2013年11月23日（土）
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12月20日【金】

ミスター・ワークショップ、榎本寿紀による
ワークショップ「光の街をつくる」

・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13：00～14：30
・対　象：未就学児（4～6歳）とその保護者10組（20名）程度
新県立美術館教育普及ア
ドバイザーの榎本寿紀氏
によるワークショップ。子ど
もたちとお母さんたちが一
緒になって、クリスマスに
ふさわしい、光の街をつく
ります。わくわく、どきど
き、色々な絵が、光の街に
浮かび上がります。

12月20日【金】

音と映像の作家、多田正美による
「サウンド・エンカウンター」

・場　所：iichikoアトリウムプラザ　・時　間：14：30～15：30

「サウンド・エンカウンター」と
は、映像や、竹や石、ススキ、水な
どを使った、複合的で、まったく
新しい、即興演奏のこと。ロープ
で繋いだ２０本の竹を、身体に
巻き付けての、激しいアクショ
ン。木や輪ゴム、瓶などの音をコ
ンタクトマイクで増幅させ、身体
と空間を絡め合わせる、希有な
パフォーマンス。

主催：大分県芸術文化ゾーン創造プロジェクト実行委員会
[事務局]（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団Tel .097-533-4011

後援：大分県・大分県芸術文化振興会議・大分合同新聞社・NHK大分放送局・OBS大分放送
TOSテレビ大分・OAB大分朝日放送・FM大分・OCT大分ケーブルテレコム・シティ情報おおいた

大分県立美術館プレイベント
平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業
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メイン会場：iichikoアトリウムプラザ（OASISひろば21 1F）
サテライトスポット：ガレリア竹町・セントポルタ中央町・府内五番街

この事業は、平成27年春の県立美術館開館に向けて、大分県における芸術文化ゾーンの拠
点整備と、それを核にしたネットワークづくりを目指し、県や商店街等と一体となって取り
組むものです。また、フィリピン・レイテ島災害支援にも協力しています。

＜ゲストアーティスト＞

12月19日【木】

12月21日【土】～23日【月・祝】
・場　所：ガレリア竹町、セントポルタ中央町、府内五番街、トキハ前、JR大分駅前
・時　間：11:00～17:00

大道芸アカペラパフォーマンスロード

①坂茂展 －災害支援建築－（12/4～12/15）
　・場　所：iichikoアトリウムプラザ
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中津北高校書道＆
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②トークイベント 坂茂氏（12/7）・新見館長（12/14）
　・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
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ビの「世界１のSHOWタ
イム」で全国の視聴者を
感動の渦に巻き込んだ。

UNITE
音楽の楽しさと、人と人と
の心を結び付けたい。心に
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県立由布高等学校郷土芸能部庄内神楽
時間：15:50～16:20

5.

ダンスファクトリークリスマスダンスショー
時間：12:45～13:30

2.

劇団水中花
時間：14:00～14:40

3.

時間：15:00～15:20 

4.

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
時間：16:00～16:30 

5.

ここはぐ ベジタブルズ劇場
時間：17:00～17:30

6.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

・場　所：iichikoアトリウムプラザ

◎参加は無料です。イベントによっては定員がございますので詳しく
は大分県庁（県立美術館推進局）のホームページをご覧いただき、お
申し込みください。

ピアノ界のスター、アルゲリッチが開
催する第16回「別府アルゲリッチ音
楽祭」は来年4月下旬～5月上旬開催!
「県出身若手演奏家コンサート」参加
で、県内外で活躍中のヴァイオリニス
ト朝来桂一が贈る極上のハーモニー。
クリスマスにふさ
わしい、美しい調
べにのせて、素敵
なひとときをお届
けします。

CO＊Coとは『心』=
ココロの最初の2文
字をとって作った名
前です♪皆様に心の
こもった歌をお贈り
します。

白谷典子(Ｖo)、坂本格一
(Org/Pf)のDUO。大分を
拠点に九州各地でライブ
演奏を展開中。

楽しくお野菜たちに
親しみを持ってもらお
うと始めた食育ミュー
ジカル。
X’masバージョンで
お楽しみください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

7.

皆さんに満足頂
けるよう、元気よ
く一生懸命舞い
たいと思います。

Heart of Christmas!2013
ファイナルコンサート
時間：18:00～19:00

6.

Y'zENTERTAINMENTのハートフルなクリ
スマスファンタジーダンスショーケースを
ご堪能ください。

大分市で、地域に求
められる作品や創
作作品の上演を行
う劇団。肌寒い日
に、心あたたまる物
語をお送りします。

ダンスファクトリー2013年最後のステージ
を最高に盛
り上げます！
皆さんも一
緒に踊りま
しょう！

毎年吹奏楽コンクー
ルや定期演奏会、地域
行事演奏など、年間十
数件の音楽活動を行
なっています。

11/2～4の３日間、津久見で開催されたミュージ
カル体験ワークショッ
プの成果をここ大分
で発表します。

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

昨年に続いての演奏。皆さんになじみのあ
る曲も選んで演奏し
ます。尺八の音色を
楽しんでください。

津久見樫の実少年少女合唱団
時間：13:00～13:30

2.
100名を超す団員が、子供でなければ表現で
きない児童合唱の世
界を追求し、“より楽し
く美しく”を目標に頑
張っています。

平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業

http://www.pref.oita.jp/site/suisinkyoku/

今夏の大分のワークショップ参加者が、月
に2度集まり密かに
稽古を積み重ねて
きました。成果をぜ
ひご覧ください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

8.
大道芸アカペ
ラパフォーマン
スロードで活躍
したパフォー
マー達が集結

大道芸アカペラ
パフォーマンス
ロードで活躍し
たパフォーマー
達が集結

出演：望月ゆうさく、サンキュー手塚、PERFORMER CHIKI 出演：ユキンコアキラ、あきらとひろと 出演：Baby Boo、アルケミスト他全出演者

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

Heart of Christmas 2013のフィナーレ
を飾るコンサート。アーティストと共にみ
んなでク リス
マスソングを
歌おう。 

サンキュー手塚

PERFORMER CHIKI

大道芸人ひろと あきらとひろと 松本かなこ

渡辺あきら望月ゆうさく ユキンコアキラ　

パーカッショングループミレニアム Liefde Klinken

RED’s(大分商業高校)／ゴスペルソウル (APU立命館アジア太平洋大学)
Re’BORN(福岡教育大学)／アルコ(社会人)／キャッツアイ(社会人)
パステルクロック（インディーズ）

Y’z ENTERTAINMENT PRESENTS
ファミリークリスマスショーケース

アカペラ
グループ

協賛イベント

12月22日【日】・23日【月・祝】
Christmas love song Fourteen

別府アルゲリッチ音楽祭
パネル展示

音楽療法ワークショップ

・場　所：iichiko総合文化センター2F 南側広場
・時　間：11:00～17:00

14組のミュージシャンがクリスマスに贈る
ラブソングメドレー

12月22日【日】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13:00～16:30
・参加料：無料
　＜第一部　講演会（90分）＞
　 講師：小島寿子氏
　　　 （昭和大学藤が丘リハビリテーション病院音楽療法士）
　 内容：「音楽療法の可能性」と題して、全国でも先駆的な
　　　　取組の実際を具体的に紹介。
　＜第二部　事例紹介＆ワークショップ（120分）＞
　 講師：NPO大分音楽療法研究会音楽療法士
　 内容：事例（児童・高齢者・精神科・リラクゼーション）を提示し
         音楽療法を実際に体験。

12月19日【木】～23日【月・祝】
・場　所：iichikoアトリウムプラザ

・別府アルゲリッチ音楽祭の
　歴史
・アーティスト紹介
・ピノキオコンサート紹介など

12月20日【金】・25日【水】
・場　所：ホテル館内7Fチャペル会場「アプローズ」
・時　間：17:40～18:40
・料　金：無料

大分オアシスタワーホテル
チャペルコンサート&ロビーコンサート

大分県内で数多くのコンサートを開催し、県内
の文化芸術の発展、若い音楽家達を育成する事
を目的としている団体「グループUNO」による
チャペルコンサート。癒しの音色と共にオアシス
クリスマスを心ゆくまでご堪能下さい。

12月21日【土】～24日【火】
・場　所：ホテル１Fロビー
・時　間：17:00～17:30
・料　金：無料
別府溝部学園短期大学部ハンドベ
ル部「ハンドベルリンガーズ」の学生
の皆さん、OGの皆さんによるハンド
ベル演奏をオアシスクリスマス特別
バージョンにてご堪能下さい。

「癒し」をテーマにした体験型総合イ
ベント。マッサージ、占い、ネイル、メ
イクなど様々な形の「癒し」を体験し
て頂けます。あなたの心と身体を癒
しませんか？

県内外から「手づくり作家」が大集
結。ステキなアートやハンドメイドな
どでクリスマスを彩ります。「まちな
か」はクリスマス一色に染まるこの機
会にあなたの「とっておき」を見つけ
てみませんか？

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ2F
　　　　ホワイエ
・時　間：11:00～18:00

ヒーリングフェスタ

12月23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター
　　　　1Fアトリウム・2F全域
・時　間：11:00～17:00

モノヅクリサローネ

12月16日【月】～25日【水】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F・1F南側広場等
・時　間：9:00～20:00

第31回髙山辰雄賞ジュニア美術展で推奨を受賞した
県内中高校生の絵画作品を一同に展示。力作の数々を
ぜひご覧ください。

くにさき工藝衆展
～くにさきから風に乗って～アートの森

12月16日【月】～23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F
　　　　県民ギャラリー（12/16～12/22）
　　　　iichikoグランシアタ1Fホワイエ（12/23）
・時　間：11:00～17:00（12/23のみ18:00まで）
国東地域を制作拠点とする工芸家グループによる作品展示
及び販売。国東のおだやかな土地で生まれた作品の数々を
お楽しみください。

～音楽療法の「音・音楽」の意味・役割を考える～

※上記のほか会場では、事例ポスター・楽器・書籍に関する展示あり

協賛イベント

出演
ぶれいず
Be a t & B e e t s
末吉桃子
ミック奥井
岩尾たいが
芳賀健太
西川リュウ
ヒトミリリィ
他

大分県中高校生芸術文化祭

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ・iichikoアトリウムプラザ等
・時　間：13:00～18:00
・進　行：大分舞鶴高校・大分高校放送部
・料　金：無料

12月21日【土】・22日【日】 フィリピンを直撃した猛烈な台風３０号で、甚大な被害を受
けたフィリピン・レイテ島の被災者を支援するために、バザー
を開催し、売上金を全額支援金としてフィリピン・レイテ島に
贈ります。

フィリピン・レイテ島災害支援バザー
Share a heart for Leyte．．．レイテ島へ愛を”

・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：10:00～17:00
・主　催：大分県フィリピン友好協会
・協　力：大分県・（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分市中央町商店街振興組合
・問合せ：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 おおいた国際交流プラザ（097-533-4021）

開 演
演 劇 （坂ノ市中学校・大分西高校）
吹奏楽 （南大分中学校／マーチング）
伝統芸能 （由布高校）＊iichikoアトリウムプラザで上演
合 唱 （判田中学校・大分上野丘高校）　
吹奏楽 （大分豊府高校）　

13:15～

大分西高等学校演劇部 大分上野丘高等学校音楽部 大分豊府高等学校吹奏楽部

南大分中学校吹奏楽部 判田中学校合唱部 坂ノ市中学校放送演劇部

13:00～
13:05～13:15

開会
東京国立博物館所蔵「洛中洛外図屏風」
超高精細映像上映

コンクール等で優秀な成績をおさめた県内トップ
クラスの中学生、高校生による演劇、合唱、吹奏楽、
伝統芸能、絵画等のアートパフォーマンスを披露！

【チャペルコンサート】 【ロビーコンサート】



アトリウムステージ 12月21 日【土】～23 日【月・祝】

大分市出身。５歳から
木村二郎氏に師事。こ
れまでにMAROプロ
ジェクトに３回参加、
NHK交響楽団の篠崎
史紀氏らとも共演。

東京で音楽活動をし
ています。僕も、ス
タッフさんも、お客さ
んも皆が楽しめる時
間を作りたいです。

大分の子どもたちに
よるジュニアオーケ
ストラ。今回は弦楽
器の有志メンバーに
よる特別なステージ
をお届けします。

21 日【土】 22 日【日】 23 日【月・祝】
ミュージカル体験ワークショップin津久見
時間：12:00～12:30

尺八合奏団「游の会」
時間：14:00～14:30

ミュージカル体験ワークショップ in 大分
時間：17:30～17:50

新日鐵住金大分吹奏楽団
時間：15:00～15:30

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room
時間：16:10～16:40

Dee Dee’s
時間：16:50～17:20

工藤篤（ヴァイオリン独奏）
時間：12:00～12:30

1. Eiji Hashimotoライブ
時間：12:00～12:30

1.

別府アルゲリッチ音楽祭
プロモーションコンサート
時間：13:00～13:45

2.

時間：14:10～14:40

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room

3.

Co＊Coライブ
時間：15:00～15:30

4.

県立由布高等学校郷土芸能部庄内神楽
時間：15:50～16:20

5.

ダンスファクトリークリスマスダンスショー
時間：12:45～13:30

2.

劇団水中花
時間：14:00～14:40

3.

時間：15:00～15:20 

4.

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
時間：16:00～16:30 

5.

ここはぐ ベジタブルズ劇場
時間：17:00～17:30

6.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

・場　所：iichikoアトリウムプラザ

ピアノ界のスター、アルゲリッチが開
催する第16回「別府アルゲリッチ音
楽祭」は来年4月下旬～5月上旬開催!
「県出身若手演奏家コンサート」参加
で、県内外で活躍中のヴァイオリニス
ト朝来桂一が贈る極上のハーモニー。
クリスマスにふさ
わしい、美しい調
べにのせて、素敵
なひとときをお届
けします。

CO＊Coとは『心』=
ココロの最初の2文
字をとって作った名
前です♪皆様に心の
こもった歌をお贈り
します。

白谷典子(Ｖo)、坂本格一
(Org/Pf)のDUO。大分を
拠点に九州各地でライブ
演奏を展開中。

楽しくお野菜たちに
親しみを持ってもらお
うと始めた食育ミュー
ジカル。
X’masバージョンで
お楽しみください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

7.

皆さんに満足頂
けるよう、元気よ
く一生懸命舞い
たいと思います。

Heart of Christmas!2013
ファイナルコンサート
時間：18:00～19:00

6.

Y'zENTERTAINMENTのハートフルなクリ
スマスファンタジーダンスショーケースを
ご堪能ください。

大分市で、地域に求
められる作品や創
作作品の上演を行
う劇団。肌寒い日
に、心あたたまる物
語をお送りします。

ダンスファクトリー2013 年最後のステージ
を最高に盛
り上げます！
皆さんも一
緒に踊りま
しょう！

毎年吹奏楽コンクー
ルや定期演奏会、地域
行事演奏など、年間十
数件の音楽活動を行
なっています。

11/2～4 の３日間、津久見で開催されたミュージ
カル体験ワークショッ
プの成果をここ大分
で発表します。

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

昨年に続いての演奏。皆さんになじみのあ
る曲も選んで演奏し
ます。尺八の音色を
楽しんでください。

津久見樫の実少年少女合唱団
時間：13:00～13:30

2.
100 名を超す団員が、子供でなければ表現で
きない児童合唱の世
界を追求し、“より楽し
く美しく”を目標に頑
張っています。

今夏の大分のワークショップ参加者が、月
に2度集まり密かに
稽古を積み重ねて
きました。成果をぜ
ひご覧ください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

8.
大道芸アカペ
ラパフォーマン
スロードで活躍
したパフォー
マー達が集結

大道芸アカペラ
パフォーマンス
ロードで活躍し
たパフォーマー
達が集結

出演：望月ゆうさく、サンキュー手塚、PERFORMER CHIKI 出演：ユキンコアキラ、あきらとひろと 出演：Baby Boo、アルケミスト他全出演者

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

Heart of Christmas 2013 のフィナーレ
を飾るコンサート。アーティストと共にみ
んなでク リス
マスソングを
歌おう。 

Y’z ENTERTAINMENT PRESENTS
ファミリークリスマスショーケース

協賛イベント



12月 22 日【日】・23 日【月・祝】
Christmas love song Fourteen

別府アルゲリッチ音楽祭
パネル展示

音楽療法ワークショップ

・場　所：iichiko総合文化センター2F 南側広場
・時　間：11:00 ～17:00

14組のミュージシャンがクリスマスに贈る
ラブソングメドレー

12月 22 日【日】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13:00～16:30
・参加料：無料
　＜第一部　講演会（90 分）＞
　 講師：小島寿子氏
　　　 （昭和大学医学部リハビリテーション医学講座）
　 内容：「音楽療法の可能性」と題して、全国でも先駆的な
　　　　取組の実際を具体的に紹介。
　＜第二部　事例紹介＆ワークショップ（120 分）＞
　 講師：NPO大分音楽療法研究会音楽療法士
　 内容：事例（児童・高齢者・精神科・リラクゼーション）を提示し
         音楽療法を実際に体験。

12月19 日【木】～23 日【月・祝】
・場　所：iichikoアトリウムプラザ

・別府アルゲリッチ音楽祭の
　歴史
・アーティスト紹介
・ピノキオコンサート紹介など

～音楽療法の「音・音楽」の意味・役割を考える～

※上記のほか会場では、事例ポスター・楽器・書籍に関する展示あり

出演
ぶれいず
B e a t & B e e t s
末吉桃子
ミック奥井
岩尾たいが
芳賀健太
西川リュウ
ヒトミリリィ
他

大分県中高校生芸術文化祭

12月23 日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ・iichikoアトリウムプラザ等
・時　間：13:00～18:00
・進　行：大分舞鶴高校・大分高校放送部
・料　金：無料

開 演
演 劇 （坂ノ市中学校・大分西高校）
吹奏楽 （南大分中学校／マーチング）
伝統芸能 （由布高校）＊iichikoアトリウムプラザで上演
合 唱 （判田中学校・大分上野丘高校）　
吹奏楽 （大分豊府高校）　

13:15～

大分西高等学校演劇部 大分上野丘高等学校音楽部 大分豊府高等学校吹奏楽部

南大分中学校吹奏楽部 判田中学校合唱部 坂ノ市中学校放送演劇部

13:00～
13: 05～13:15

開会
東京国立博物館所蔵「洛中洛外図屏風」
超高精細映像上映

コンクール等で優秀な成績をおさめた県内トップ
クラスの中学生、高校生による演劇、合唱、吹奏楽、
伝統芸能、絵画等のアートパフォーマンスを披露！



＜ゲストアーティスト＞

12月19日【木】

12月21日【土】～23日【月・祝】
・場　所：ガレリア竹町、セントポルタ中央町、府内五番街、トキハ前、JR大分駅前
・時　間：11:00～17:00

大道芸アカペラパフォーマンスロード

①坂茂展 －災害支援建築－（12/4～12/15）
　・場　所：iichikoアトリウムプラザ

オープニングフェスタ
・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：17:00～

中津北高校書道＆
吹奏楽パフォーマンス
オープニングセレモニー

②トークイベント 坂茂氏（12/7）・新見館長（12/14）
　・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
③ワークショップ（12/4～12/15の期間中随時開催）
　・場　所：竹町ドーム広場（12/4）・アートプラザ（12/7）
　　　　　0-Labo（12/8）・コンパルホール（12/14）
　　　　　まちなか支局（12/4～12/15）
④美術館建設工事現場見学会（12/15）
　・場　所：県立美術館建設工事現場
　・対象者：小・中学生、一般の方

アトリウムステージ

12月4日【水】 12月4日【水】～15日【日】
12月21日【土】～23日【月・祝】渇いた太陽

・場　所：iichiko音の泉ホール
・時　間：18:30開演（18:00開場）
・料　金：7,000円（全席指定）

［作］テネシー・ウィリアムズ
［演出］深作健太
［出演］浅丘ルリ子、上川隆也
　　　貴城けい、他
豪華キャストでお届けする愛と
憎しみの人間ドラマ。

アカペラグループに、ジャグリング、パントマイム、チョークアーティスト
など日本全国からクリスマスシーンを盛り上げるアーティスト達が集結。
街角に歌声と笑い声が響き渡ります。

Baby Boo
ハートウォーミングなメロ
ディと絶妙なハーモニー
と、アカペラの透明感ある
コーラス感は、独特の温か
さがあります。クリスマス
に、温かいアカペラのハー
モニーをお届けします。

アルケミスト
アルケミストの代名詞
ともなっている“即興ソ
ング”は瞬時に音楽と物
語を紡ぎ出す。日本テレ
ビの「世界１のSHOWタ
イム」で全国の視聴者を
感動の渦に巻き込んだ。

UNITE
音楽の楽しさと、人と人と
の心を結び付けたい。心に
語りかけるUNITEの歌声は
聴く人の心を幸せな気持ち
へと導いてくれる。未知な
る可能性を秘めた新しいス
タイルのグループです。

大分市出身。５歳から
木村二郎氏に師事。こ
れまでにMAROプロ
ジェクトに３回参加、
NHK交響楽団の篠崎
史紀氏らとも共演。

東京で音楽活動をし
ています。僕も、ス
タッフさんも、お客さ
んも皆が楽しめる時
間を作りたいです。

大分の子どもたちに
よるジュニアオーケ
ストラ。今回は弦楽
器の有志メンバーに
よる特別なステージ
をお届けします。

大分県立美術館プレイベント
OPAMフェスタ

12月20日【金】
アフター5コンサート Vol.72

・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：17:00～18:00
・出　演：パーカッショングループミレニアム
　　　　Liefde Klinken（リーフデ・クリンゲン）

21日【土】 22日【日】 23日【月・祝】
ミュージカル体験ワークショップin津久見
時間：12:00～12:30

尺八合奏団「游の会」
時間：14:00～14:30

ミュージカル体験ワークショップ in 大分
時間：17:30～17:50

新日鐵吹奏楽団
時間：15:00～15:30

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room
時間：16:10～16:40

Dee Dee’s
時間：16:50～17:20

工藤篤（ヴァイオリン独奏）
時間：12:00～12:30

1. Eiji Hashimotoライブ
時間：12:00～12:30

1.

別府アルゲリッチ音楽祭
プロモーションコンサート
時間：13:00～13:45

2.

時間：14:10～14:40

Rhythm Life Apartment from 
studio cram aka egg room

3.

Co＊Coライブ
時間：15:00～15:30

4.

県立由布高等学校郷土芸能部庄内神楽
時間：15:50～16:20

5.

ダンスファクトリークリスマスダンスショー
時間：12:45～13:30

2.

劇団水中花
時間：14:00～14:40

3.

時間：15:00～15:20 

4.

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
時間：16:00～16:30 

5.

ここはぐ ベジタブルズ劇場
時間：17:00～17:30

6.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

・場　所：iichikoアトリウムプラザ

◎参加は無料です。イベントによっては定員がございますので詳しく
は大分県庁（県立美術館推進局）のホームページをご覧いただき、お
申し込みください。

ピアノ界のスター、アルゲリッチが開
催する第16回「別府アルゲリッチ音
楽祭」は来年4月下旬～5月上旬開催!
「県出身若手演奏家コンサート」参加
で、県内外で活躍中のヴァイオリニス
ト朝来桂一が贈る極上のハーモニー。
クリスマスにふさ
わしい、美しい調
べにのせて、素敵
なひとときをお届
けします。

CO＊Coとは『心』=
ココロの最初の2文
字をとって作った名
前です♪皆様に心の
こもった歌をお贈り
します。

白谷典子(Ｖo)、坂本格一
(Org/Pf)のDUO。大分を
拠点に九州各地でライブ
演奏を展開中。

楽しくお野菜たちに
親しみを持ってもらお
うと始めた食育ミュー
ジカル。
X’masバージョンで
お楽しみください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

7.

皆さんに満足頂
けるよう、元気よ
く一生懸命舞い
たいと思います。

Heart of Christmas!2013
ファイナルコンサート
時間：18:00～19:00

6.

Y'zENTERTAINMENTのハートフルなクリ
スマスファンタジーダンスショーケースを
ご堪能ください。

大分市で、地域に求
められる作品や創
作作品の上演を行
う劇団。肌寒い日
に、心あたたまる物
語をお送りします。

ダンスファクトリー2013年最後のステージ
を最高に盛
り上げます！
皆さんも一
緒に踊りま
しょう！

毎年吹奏楽コンクー
ルや定期演奏会、地域
行事演奏など、年間十
数件の音楽活動を行
なっています。

11/2～4の３日間、津久見で開催されたミュージ
カル体験ワークショッ
プの成果をここ大分
で発表します。

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

昨年に続いての演奏。皆さんになじみのあ
る曲も選んで演奏し
ます。尺八の音色を
楽しんでください。

津久見樫の実少年少女合唱団
時間：13:00～13:30

2.
100名を超す団員が、子供でなければ表現で
きない児童合唱の世
界を追求し、“より楽し
く美しく”を目標に頑
張っています。

平成25年度劇場・音楽堂等活性化事業

http://www.pref.oita.jp/site/suisinkyoku/

今夏の大分のワークショップ参加者が、月
に2度集まり密かに
稽古を積み重ねて
きました。成果をぜ
ひご覧ください。

大道芸スペシャルショー
時間：18:00～18:30

8.
大道芸アカペ
ラパフォーマン
スロードで活躍
したパフォー
マー達が集結

大道芸アカペラ
パフォーマンス
ロードで活躍し
たパフォーマー
達が集結

出演：望月ゆうさく、サンキュー手塚、PERFORMER CHIKI 出演：ユキンコアキラ、あきらとひろと 出演：Baby Boo、アルケミスト他全出演者

大分市中央町商店
街に位置するスト
リートダンス専門
ダンススタジオ。幅
広い年齢層で選抜
されたメンバーで
のユニット。

Heart of Christmas 2013のフィナーレ
を飾るコンサート。アーティストと共にみ
んなでク リス
マスソングを
歌おう。 

サンキュー手塚

PERFORMER CHIKI

大道芸人ひろと あきらとひろと 松本かなこ

渡辺あきら望月ゆうさく ユキンコアキラ　

パーカッショングループミレニアム Liefde Klinken

RED’s(大分商業高校)／ゴスペルソウル (APU立命館アジア太平洋大学)
Re’BORN(福岡教育大学)／アルコ(社会人)／キャッツアイ(社会人)
パステルクロック（インディーズ）

Y’z ENTERTAINMENT PRESENTS
ファミリークリスマスショーケース

アカペラ
グループ

協賛イベント

12月22日【日】・23日【月・祝】
Christmas love song Fourteen

別府アルゲリッチ音楽祭
パネル展示

音楽療法ワークショップ

・場　所：iichiko総合文化センター2F 南側広場
・時　間：11:00～17:00

14組のミュージシャンがクリスマスに贈る
ラブソングメドレー

12月22日【日】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13:00～16:30
・参加料：無料
　＜第一部　講演会（90分）＞
　 講師：小島寿子氏
　　　 （昭和大学藤が丘リハビリテーション病院音楽療法士）
　 内容：「音楽療法の可能性」と題して、全国でも先駆的な
　　　　取組の実際を具体的に紹介。
　＜第二部　事例紹介＆ワークショップ（120分）＞
　 講師：NPO大分音楽療法研究会音楽療法士
　 内容：事例（児童・高齢者・精神科・リラクゼーション）を提示し
         音楽療法を実際に体験。

12月19日【木】～23日【月・祝】
・場　所：iichikoアトリウムプラザ

・別府アルゲリッチ音楽祭の
　歴史
・アーティスト紹介
・ピノキオコンサート紹介など

12月20日【金】・25日【水】
・場　所：ホテル館内7Fチャペル会場「アプローズ」
・時　間：17:40～18:40
・料　金：無料

大分オアシスタワーホテル
チャペルコンサート&ロビーコンサート

大分県内で数多くのコンサートを開催し、県内
の文化芸術の発展、若い音楽家達を育成する事
を目的としている団体「グループUNO」による
チャペルコンサート。癒しの音色と共にオアシス
クリスマスを心ゆくまでご堪能下さい。

12月21日【土】～24日【火】
・場　所：ホテル１Fロビー
・時　間：17:00～17:30
・料　金：無料
別府溝部学園短期大学部ハンドベ
ル部「ハンドベルリンガーズ」の学生
の皆さん、OGの皆さんによるハンド
ベル演奏をオアシスクリスマス特別
バージョンにてご堪能下さい。

「癒し」をテーマにした体験型総合イ
ベント。マッサージ、占い、ネイル、メ
イクなど様々な形の「癒し」を体験し
て頂けます。あなたの心と身体を癒
しませんか？

県内外から「手づくり作家」が大集
結。ステキなアートやハンドメイドな
どでクリスマスを彩ります。「まちな
か」はクリスマス一色に染まるこの機
会にあなたの「とっておき」を見つけ
てみませんか？

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ2F
　　　　ホワイエ
・時　間：11:00～18:00

ヒーリングフェスタ

12月23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター
　　　　1Fアトリウム・2F全域
・時　間：11:00～17:00

モノヅクリサローネ

12月16日【月】～25日【水】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F・1F南側広場等
・時　間：9:00～20:00

第31回髙山辰雄賞ジュニア美術展で推奨を受賞した
県内中高校生の絵画作品を一同に展示。力作の数々を
ぜひご覧ください。

くにさき工藝衆展
～くにさきから風に乗って～アートの森

12月16日【月】～23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F
　　　　県民ギャラリー（12/16～12/22）
　　　　iichikoグランシアタ1Fホワイエ（12/23）
・時　間：11:00～17:00（12/23のみ18:00まで）
国東地域を制作拠点とする工芸家グループによる作品展示
及び販売。国東のおだやかな土地で生まれた作品の数々を
お楽しみください。

～音楽療法の「音・音楽」の意味・役割を考える～

※上記のほか会場では、事例ポスター・楽器・書籍に関する展示あり

協賛イベント

出演
ぶれいず
Be a t & B e e t s
末吉桃子
ミック奥井
岩尾たいが
芳賀健太
西川リュウ
ヒトミリリィ
他

大分県中高校生芸術文化祭

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ・iichikoアトリウムプラザ等
・時　間：13:00～18:00
・進　行：大分舞鶴高校・大分高校放送部
・料　金：無料

12月21日【土】・22日【日】 フィリピンを直撃した猛烈な台風３０号で、甚大な被害を受
けたフィリピン・レイテ島の被災者を支援するために、バザー
を開催し、売上金を全額支援金としてフィリピン・レイテ島に
贈ります。

フィリピン・レイテ島災害支援バザー
Share a heart for Leyte．．．レイテ島へ愛を”

・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：10:00～17:00
・主　催：大分県フィリピン友好協会
・協　力：大分県・（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分市中央町商店街振興組合
・問合せ：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 おおいた国際交流プラザ（097-533-4021）

開 演
演 劇 （坂ノ市中学校・大分西高校）
吹奏楽 （南大分中学校／マーチング）
伝統芸能 （由布高校）＊iichikoアトリウムプラザで上演
合 唱 （判田中学校・大分上野丘高校）　
吹奏楽 （大分豊府高校）　

13:15～

大分西高等学校演劇部 大分上野丘高等学校音楽部 大分豊府高等学校吹奏楽部

南大分中学校吹奏楽部 判田中学校合唱部 坂ノ市中学校放送演劇部

13:00～
13:05～13:15

開会
東京国立博物館所蔵「洛中洛外図屏風」
超高精細映像上映

コンクール等で優秀な成績をおさめた県内トップ
クラスの中学生、高校生による演劇、合唱、吹奏楽、
伝統芸能、絵画等のアートパフォーマンスを披露！

【チャペルコンサート】 【ロビーコンサート】

Schedule 2013.12.4～12.25

ア
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＜映像小ホール＞
音楽療法

ワークショップ
(12/22）

 地下1F

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

iichiko
グランシアタ

1F入口
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トイレ
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別府アルゲリッチ
音楽祭パネル展示
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フィリピン
支援バザー
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吹き抜け

くにさき工藝衆展
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＜県民ギャラリー＞
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アートの森
(12/16～25）
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 1F南側広場

(12/16～25）

ア
ー
ト
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インフォ
メーション

トイレ

（12/16～25）

（12/16～25）

(12/23）

12月4日【水】・7日【土】・8日【日】・
14日【土】・15日【日】

12月21日【土】

OPAMフェスタ ワークショップ

・場　所：まちなか支局他

ワークショップ for Kids
クリスマススペシャル

・場　所：まちなか支局　・時　間：13:30～15:30
・対象者：小学5・６年生 6名

12月19日【木】～23日【月】
元気の出るアート展

・場　所：アートプラザ
・時　間：10:00～18:00
　　　　  （最終日23日のみ16:00まで）
・問合せ：さぽーとセンター風車
　　　　　（0972-63-5888）

12月23日【月】
ジングルベルコンサート

・場　所：ホルトホール1F小ホール
　　　　（大分市金池南1-5-1）
・時　間：14:00～15:00（13:30開場）
・問合せ：ホルトホール大分市民ホール
　　　　（097-576-8877）
新井武人さんによる楽しいトークを
交えたアコーディオンの演奏。楽しい
ひと時をお過ごしください。

県内在住の１３人の作品展です。絵手紙・
陶芸・ストーンアート・切り絵・織物・絵画
など・・・“あなたに元気をプレゼント！”

12月24日【火】

佐々木典子リサイタル
～ウィーンのクリスマス～

・場　所：iichiko音の泉ホール
・時　間：19:00開演（18:30開場）
・料　金：一般3,000円／ペア5,000円／学生1,000円（全席自由）
・問合せ：大分県立芸術文化短期大学（097-545-0542）

12月23日【月】
キッズルーム読み聞かせ

・場　所：iichiko総合文化センター1F「地球文化屋」前
・時　間：12:00～12:30

大分県立図書館の読み聞かせ
グループボランティア「大分子
どもの本研究会」による絵本の
おはなし会です。クリスマスの
物語をどうぞ♪
協力：大分県立図書館

まちなか４ヵ所に紙管シェルターが出現！
「紙のシェルターをめぐるワークショップ」
◎イベントによっては定員がございますので、
詳しくは「県立美術館まちなか支局」まで。 （097-560-0407）

渇いた太陽

大分県立美術館プレイベントOPAMフェスタ

オープニングフェスタ

アフター5コンサート Vol.72

大道芸アカペラパフォーマンスロード

アトリウムステージ

大分県中高校生芸術文化祭

別府アルゲリッチ音楽祭パネル展示

音楽療法ワークショップ

Christmas love song Fourteen

フィリピン・レイテ島災害支援バザー

大分オアシスタワーホテルチャペルコンサート

大分オアシスタワーホテルロビーコンサート

アートの森

くにさき工藝衆展

ヒーリングフェスタ／モノヅクリサローネ

OPAMフェスタ ワークショップ

ワークショップ for Kids クリスマススペシャル

キッズルーム読み聞かせ

元気の出るアート展

ジングルベルコンサート

佐々木典子リサイタル

大分県立美術館プレイベント

X’mas Premium Night Show　　　　　

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

協賛イベント

～音楽療法の「音・音楽」の
　　　　意味・役割を考える～

ファミリーマート COFFRET 日比谷花壇



12月22日【日】・23日【月・祝】
Christmas love song Fourteen

別府アルゲリッチ音楽祭
パネル展示

音楽療法ワークショップ

・場　所：iichiko総合文化センター2F 南側広場
・時　間：11:00～17:00

14組のミュージシャンがクリスマスに贈る
ラブソングメドレー

12月22日【日】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13:00～16:30
・参加料：無料
　＜第一部　講演会（90分）＞
　 講師：小島寿子氏
　　　 （昭和大学藤が丘リハビリテーション病院音楽療法士）
　 内容：「音楽療法の可能性」と題して、全国でも先駆的な
　　　　取組の実際を具体的に紹介。
　＜第二部　事例紹介＆ワークショップ（120分）＞
　 講師：NPO大分音楽療法研究会音楽療法士
　 内容：事例（児童・高齢者・精神科・リラクゼーション）を提示し
         音楽療法を実際に体験。

12月19日【木】～23日【月・祝】
・場　所：iichikoアトリウムプラザ

・別府アルゲリッチ音楽祭の
　歴史
・アーティスト紹介
・ピノキオコンサート紹介など

12月20日【金】・25日【水】
・場　所：ホテル館内7Fチャペル会場「アプローズ」
・時　間：17:40～18:40
・料　金：無料

大分オアシスタワーホテル
チャペルコンサート&ロビーコンサート

大分県内で数多くのコンサートを開催し、県内
の文化芸術の発展、若い音楽家達を育成する事
を目的としている団体「グループUNO」による
チャペルコンサート。癒しの音色と共にオアシス
クリスマスを心ゆくまでご堪能下さい。

12月21日【土】～24日【火】
・場　所：ホテル１Fロビー
・時　間：17:00～17:30
・料　金：無料
別府溝部学園短期大学部ハンドベ
ル部「ハンドベルリンガーズ」の学生
の皆さん、OGの皆さんによるハンド
ベル演奏をオアシスクリスマス特別
バージョンにてご堪能下さい。

「癒し」をテーマにした体験型総合イ
ベント。マッサージ、占い、ネイル、メ
イクなど様々な形の「癒し」を体験し
て頂けます。あなたの心と身体を癒
しませんか？

県内外から「手づくり作家」が大集
結。ステキなアートやハンドメイドな
どでクリスマスを彩ります。「まちな
か」はクリスマス一色に染まるこの機
会にあなたの「とっておき」を見つけ
てみませんか？

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ2F
　　　　ホワイエ
・時　間：11:00～18:00

ヒーリングフェスタ

12月23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター
　　　　1Fアトリウム・2F全域
・時　間：11:00～17:00

モノヅクリサローネ

12月16日【月】～25日【水】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F・1F南側広場等
・時　間：9:00～20:00

第31回髙山辰雄賞ジュニア美術展で推奨を受賞した
県内中高校生の絵画作品を一同に展示。力作の数々を
ぜひご覧ください。

くにさき工藝衆展
～くにさきから風に乗って～アートの森

12月16日【月】～23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F
　　　　県民ギャラリー（12/16～12/22）
　　　　iichikoグランシアタ1Fホワイエ（12/23）
・時　間：11:00～17:00（12/23のみ18:00まで）
国東地域を制作拠点とする工芸家グループによる作品展示
及び販売。国東のおだやかな土地で生まれた作品の数々を
お楽しみください。

～音楽療法の「音・音楽」の意味・役割を考える～

※上記のほか会場では、事例ポスター・楽器・書籍に関する展示あり

協賛イベント

出演
ぶれいず
Be a t & B e e t s
末吉桃子
ミック奥井
岩尾たいが
芳賀健太
西川リュウ
ヒトミリリィ
他

大分県中高校生芸術文化祭

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ・iichikoアトリウムプラザ等
・時　間：13:00～18:00
・進　行：大分舞鶴高校・大分高校放送部
・料　金：無料

12月21日【土】・22日【日】 フィリピンを直撃した猛烈な台風３０号で、甚大な被害を受
けたフィリピン・レイテ島の被災者を支援するために、バザー
を開催し、売上金を全額支援金としてフィリピン・レイテ島に
贈ります。

フィリピン・レイテ島災害支援バザー
Share a heart for Leyte．．．レイテ島へ愛を”

・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：10:00～17:00
・主　催：大分県フィリピン友好協会
・協　力：大分県・（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分市中央町商店街振興組合
・問合せ：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 おおいた国際交流プラザ（097-533-4021）

開 演
演 劇 （坂ノ市中学校・大分西高校）
吹奏楽 （南大分中学校／マーチング）
伝統芸能 （由布高校）＊iichikoアトリウムプラザで上演
合 唱 （判田中学校・大分上野丘高校）　
吹奏楽 （大分豊府高校）　

13:15～

大分西高等学校演劇部 大分上野丘高等学校音楽部 大分豊府高等学校吹奏楽部

南大分中学校吹奏楽部 判田中学校合唱部 坂ノ市中学校放送演劇部

13:00～
13:05～13:15

開会
東京国立博物館所蔵「洛中洛外図屏風」
超高精細映像上映

コンクール等で優秀な成績をおさめた県内トップ
クラスの中学生、高校生による演劇、合唱、吹奏楽、
伝統芸能、絵画等のアートパフォーマンスを披露！

【チャペルコンサート】 【ロビーコンサート】

Schedule 2013.12.4～12.25
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12月4日【水】・7日【土】・8日【日】・
14日【土】・15日【日】

12月21日【土】

OPAMフェスタ ワークショップ

・場　所：まちなか支局他

ワークショップ for Kids
クリスマススペシャル

・場　所：まちなか支局　・時　間：13:30～15:30
・対象者：小学5・６年生 6名

12月19日【木】～23日【月】
元気の出るアート展

・場　所：アートプラザ
・時　間：10:00～18:00
　　　　  （最終日23日のみ16:00まで）
・問合せ：さぽーとセンター風車
　　　　　（0972-63-5888）

12月23日【月】
ジングルベルコンサート

・場　所：ホルトホール1F小ホール
　　　　（大分市金池南1-5-1）
・時　間：14:00～15:00（13:30開場）
・問合せ：ホルトホール大分市民ホール
　　　　（097-576-8877）
新井武人さんによる楽しいトークを
交えたアコーディオンの演奏。楽しい
ひと時をお過ごしください。

県内在住の１３人の作品展です。絵手紙・
陶芸・ストーンアート・切り絵・織物・絵画
など・・・“あなたに元気をプレゼント！”

12月24日【火】

佐々木典子リサイタル
～ウィーンのクリスマス～

・場　所：iichiko音の泉ホール
・時　間：19:00開演（18:30開場）
・料　金：一般3,000円／ペア5,000円／学生1,000円（全席自由）
・問合せ：大分県立芸術文化短期大学（097-545-0542）

12月23日【月】
キッズルーム読み聞かせ

・場　所：iichiko総合文化センター1F「地球文化屋」前
・時　間：12:00～12:30

大分県立図書館の読み聞かせ
グループボランティア「大分子
どもの本研究会」による絵本の
おはなし会です。クリスマスの
物語をどうぞ♪
協力：大分県立図書館

まちなか４ヵ所に紙管シェルターが出現！
「紙のシェルターをめぐるワークショップ」
◎イベントによっては定員がございますので、
詳しくは「県立美術館まちなか支局」まで。 （097-560-0407）

渇いた太陽

大分県立美術館プレイベントOPAMフェスタ

オープニングフェスタ

アフター5コンサート Vol.72

大道芸アカペラパフォーマンスロード

アトリウムステージ

大分県中高校生芸術文化祭

別府アルゲリッチ音楽祭パネル展示

音楽療法ワークショップ

Christmas love song Fourteen

フィリピン・レイテ島災害支援バザー

大分オアシスタワーホテルチャペルコンサート

大分オアシスタワーホテルロビーコンサート

アートの森

くにさき工藝衆展

ヒーリングフェスタ／モノヅクリサローネ

OPAMフェスタ ワークショップ

ワークショップ for Kids クリスマススペシャル

キッズルーム読み聞かせ

元気の出るアート展

ジングルベルコンサート

佐々木典子リサイタル

大分県立美術館プレイベント

X’mas Premium Night Show　　　　　
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協賛イベント

～音楽療法の「音・音楽」の
　　　　意味・役割を考える～

ファミリーマート COFFRET 日比谷花壇



12月22日【日】・23日【月・祝】
Christmas love song Fourteen

別府アルゲリッチ音楽祭
パネル展示

音楽療法ワークショップ

・場　所：iichiko総合文化センター2F 南側広場
・時　間：11:00～17:00

14組のミュージシャンがクリスマスに贈る
ラブソングメドレー

12月22日【日】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F映像小ホール
・時　間：13:00～16:30
・参加料：無料
　＜第一部　講演会（90分）＞
　 講師：小島寿子氏
　　　 （昭和大学藤が丘リハビリテーション病院音楽療法士）
　 内容：「音楽療法の可能性」と題して、全国でも先駆的な
　　　　取組の実際を具体的に紹介。
　＜第二部　事例紹介＆ワークショップ（120分）＞
　 講師：NPO大分音楽療法研究会音楽療法士
　 内容：事例（児童・高齢者・精神科・リラクゼーション）を提示し
         音楽療法を実際に体験。

12月19日【木】～23日【月・祝】
・場　所：iichikoアトリウムプラザ

・別府アルゲリッチ音楽祭の
　歴史
・アーティスト紹介
・ピノキオコンサート紹介など

12月20日【金】・25日【水】
・場　所：ホテル館内7Fチャペル会場「アプローズ」
・時　間：17:40～18:40
・料　金：無料

大分オアシスタワーホテル
チャペルコンサート&ロビーコンサート

大分県内で数多くのコンサートを開催し、県内
の文化芸術の発展、若い音楽家達を育成する事
を目的としている団体「グループUNO」による
チャペルコンサート。癒しの音色と共にオアシス
クリスマスを心ゆくまでご堪能下さい。

12月21日【土】～24日【火】
・場　所：ホテル１Fロビー
・時　間：17:00～17:30
・料　金：無料
別府溝部学園短期大学部ハンドベ
ル部「ハンドベルリンガーズ」の学生
の皆さん、OGの皆さんによるハンド
ベル演奏をオアシスクリスマス特別
バージョンにてご堪能下さい。

「癒し」をテーマにした体験型総合イ
ベント。マッサージ、占い、ネイル、メ
イクなど様々な形の「癒し」を体験し
て頂けます。あなたの心と身体を癒
しませんか？

県内外から「手づくり作家」が大集
結。ステキなアートやハンドメイドな
どでクリスマスを彩ります。「まちな
か」はクリスマス一色に染まるこの機
会にあなたの「とっておき」を見つけ
てみませんか？

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ2F
　　　　ホワイエ
・時　間：11:00～18:00

ヒーリングフェスタ

12月23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター
　　　　1Fアトリウム・2F全域
・時　間：11:00～17:00

モノヅクリサローネ

12月16日【月】～25日【水】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F・1F南側広場等
・時　間：9:00～20:00

第31回髙山辰雄賞ジュニア美術展で推奨を受賞した
県内中高校生の絵画作品を一同に展示。力作の数々を
ぜひご覧ください。

くにさき工藝衆展
～くにさきから風に乗って～アートの森

12月16日【月】～23日【月・祝】
・場　所：iichiko総合文化センター地下1F
　　　　県民ギャラリー（12/16～12/22）
　　　　iichikoグランシアタ1Fホワイエ（12/23）
・時　間：11:00～17:00（12/23のみ18:00まで）
国東地域を制作拠点とする工芸家グループによる作品展示
及び販売。国東のおだやかな土地で生まれた作品の数々を
お楽しみください。

～音楽療法の「音・音楽」の意味・役割を考える～

※上記のほか会場では、事例ポスター・楽器・書籍に関する展示あり

協賛イベント

出演
ぶれいず
Be a t & B e e t s
末吉桃子
ミック奥井
岩尾たいが
芳賀健太
西川リュウ
ヒトミリリィ
他

大分県中高校生芸術文化祭

12月23日【月・祝】
・場　所：iichikoグランシアタ・iichikoアトリウムプラザ等
・時　間：13:00～18:00
・進　行：大分舞鶴高校・大分高校放送部
・料　金：無料

12月21日【土】・22日【日】 フィリピンを直撃した猛烈な台風３０号で、甚大な被害を受
けたフィリピン・レイテ島の被災者を支援するために、バザー
を開催し、売上金を全額支援金としてフィリピン・レイテ島に
贈ります。

フィリピン・レイテ島災害支援バザー
Share a heart for Leyte．．．レイテ島へ愛を”

・場　所：iichikoアトリウムプラザ
・時　間：10:00～17:00
・主　催：大分県フィリピン友好協会
・協　力：大分県・（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分市中央町商店街振興組合
・問合せ：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 おおいた国際交流プラザ（097-533-4021）

開 演
演 劇 （坂ノ市中学校・大分西高校）
吹奏楽 （南大分中学校／マーチング）
伝統芸能 （由布高校）＊iichikoアトリウムプラザで上演
合 唱 （判田中学校・大分上野丘高校）　
吹奏楽 （大分豊府高校）　

13:15～

大分西高等学校演劇部 大分上野丘高等学校音楽部 大分豊府高等学校吹奏楽部

南大分中学校吹奏楽部 判田中学校合唱部 坂ノ市中学校放送演劇部

13:00～
13:05～13:15

開会
東京国立博物館所蔵「洛中洛外図屏風」
超高精細映像上映

コンクール等で優秀な成績をおさめた県内トップ
クラスの中学生、高校生による演劇、合唱、吹奏楽、
伝統芸能、絵画等のアートパフォーマンスを披露！

【チャペルコンサート】 【ロビーコンサート】

Schedule 2013.12.4～12.25
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（12/16～25）

(12/23）

12月4日【水】・7日【土】・8日【日】・
14日【土】・15日【日】

12月21日【土】

OPAMフェスタ ワークショップ

・場　所：まちなか支局他

ワークショップ for Kids
クリスマススペシャル

・場　所：まちなか支局　・時　間：13:30～15:30
・対象者：小学5・６年生 6名

12月19日【木】～23日【月】
元気の出るアート展

・場　所：アートプラザ
・時　間：10:00～18:00
　　　　  （最終日23日のみ16:00まで）
・問合せ：さぽーとセンター風車
　　　　　（0972-63-5888）

12月23日【月】
ジングルベルコンサート

・場　所：ホルトホール1F小ホール
　　　　（大分市金池南1-5-1）
・時　間：14:00～15:00（13:30開場）
・問合せ：ホルトホール大分市民ホール
　　　　（097-576-8877）
新井武人さんによる楽しいトークを
交えたアコーディオンの演奏。楽しい
ひと時をお過ごしください。

県内在住の１３人の作品展です。絵手紙・
陶芸・ストーンアート・切り絵・織物・絵画
など・・・“あなたに元気をプレゼント！”

12月24日【火】

佐々木典子リサイタル
～ウィーンのクリスマス～

・場　所：iichiko音の泉ホール
・時　間：19:00開演（18:30開場）
・料　金：一般3,000円／ペア5,000円／学生1,000円（全席自由）
・問合せ：大分県立芸術文化短期大学（097-545-0542）

12月23日【月】
キッズルーム読み聞かせ

・場　所：iichiko総合文化センター1F「地球文化屋」前
・時　間：12:00～12:30

大分県立図書館の読み聞かせ
グループボランティア「大分子
どもの本研究会」による絵本の
おはなし会です。クリスマスの
物語をどうぞ♪
協力：大分県立図書館

まちなか４ヵ所に紙管シェルターが出現！
「紙のシェルターをめぐるワークショップ」
◎イベントによっては定員がございますので、
詳しくは「県立美術館まちなか支局」まで。 （097-560-0407）

渇いた太陽

大分県立美術館プレイベントOPAMフェスタ

オープニングフェスタ

アフター5コンサート Vol.72

大道芸アカペラパフォーマンスロード

アトリウムステージ

大分県中高校生芸術文化祭

別府アルゲリッチ音楽祭パネル展示

音楽療法ワークショップ

Christmas love song Fourteen

フィリピン・レイテ島災害支援バザー

大分オアシスタワーホテルチャペルコンサート

大分オアシスタワーホテルロビーコンサート

アートの森

くにさき工藝衆展

ヒーリングフェスタ／モノヅクリサローネ

OPAMフェスタ ワークショップ

ワークショップ for Kids クリスマススペシャル

キッズルーム読み聞かせ

元気の出るアート展

ジングルベルコンサート

佐々木典子リサイタル

大分県立美術館プレイベント

X’mas Premium Night Show　　　　　

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

協賛イベント

～音楽療法の「音・音楽」の
　　　　意味・役割を考える～

ファミリーマート COFFRET 日比谷花壇
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