
2014.8.1[fri] 2[sat] 3[sun]

i ichiko 総合文化センター

期間中、上記の飲食店で割引が受けられます。お支払いの際に本リーフレットをご提示ください。

※やしろ優さんは出演しません

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＞

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団　県芸術文化スポーツ振興課　県立美術館推進室　県商業・サービス業振興課　(株)エフ・ティ・シー大分
大分オアシスタワーホテル　大分県消費生活・男女共同参画プラザ　大分市竹町通商店街振興組合　大分市中央町商店街振興組合　大分市府内五番街商店街振興組合
大分市サンサン通り商店街振興組合　西新町通共栄会　府内町協議会　大分都心まちづくり委員会　(株)大分まちなか倶楽部　アートでつくる元気なまちづくり委員会

iichikoグランシアタ 13:15（開場） 14:00（開演）

お客さんもステージと一緒にジェンベを叩ける
参加型のエンタテインメント！小さなお子様か
ら、ちょっとお疲れのお父さんまで、みんな一緒
に叩いて叩いて叩きまくれ！

場所／セントポルタ中央町・ガレリア竹町

7 月～14 8 日108 土2

8 土2 8 土30

日3

8 金1

商店街に冷茶と氷柱が登場！お買い物途中に涼んでください。

THE21
ランチコース全品 御精算時京風天丼・天婦羅御膳

折　鶴 グラッチオ

5％OFF 5％OFF10％OFF

府内五番街商店街 ／ 14:00～21:00
各店たなばた特別メニューでおもてなし！

ふないサンサン通り ／ 17:30～21:00
大分七夕まつりの奥座敷。緩やかで非日常な時空を堪能。

ふないアクアパーク ／ 17:00～21:30
屋台&ステージイベントで府内の夜を満喫！

※U25割引 全席種半額（25歳以下対象）、３歳以上有料、入場制限なし
S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円

iichiko総合文化センター地下1階 映像小ホール
①11:00～12:30 ②14:00～15:30

歌舞伎は難しい？実はちょっとしたことを知るだけで何倍
も楽しくなるんです。葛西聖司さんの軽妙でわかりやすい
レクチャーを聴けば､初めての方でも歌舞伎を観たくなり
ますよ♪昨年大好評だったため､今年は2回講演です！

※開催日・設置場所等の詳細は各商店街のwebサイトにてご確認ください。
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アトリウムステージ
※無料シャトルバス乗り場

大分県立美術館（OPAM）工事現場

竹町4丁目ステージ（一葉前）

竹町4丁目ステージ（TEZZO前）

七夕スターライトステージ
（48万人の広場・第2エリア）

竹町ドームひろば
国道197号

県立美術館まちなか支局

府内五番街会場

ふないアクアパーク サンサンビアストリート会場

18時より
随時発車

日（日）3 無料シャトルバスあります！ ※乗車には、整理券（当日12時、14時、
16時にi i c h i koアトリウムプラザ受付
で配布）が必要です。

参加費 500円 ※学生無料（要学生証）

お問合せ先は・・・(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団 TEL.097- 533-4011

火～7 29
日8 3

iichikoアトリウムプラザ
クラシック界で頂点を極める世界的ピアニスト
マルタ・アルゲリッチが総監督を務める別府ア
ルゲリッチ音楽祭の歴史や名演シーン、ピノキ
オコンサート等アルゲリッチ財団の活動を紹
介するパネル展示。

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 TEL.097-533-4004問（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 TEL.097-533-4004問

ふないサンサン通り

オアシスひろば→｢納涼花火大会｣会場（大分川舞鶴橋付近）まで

平成26年度 文化庁劇場・音楽堂等活性化事業



（ロボットストーリー）
ロボットのぞみ

県内在住の障がい者13人の感動の作品展です。陶芸・絵手紙・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！”

iichikoアトリウムプラザ
＜12：00～18：00＞

iichiko総合文化センター2F
イベントプログラム

iichikoアトリウムプラザ＜12：00～18：00＞

iichikoアトリウムプラザ＜12：00～18：00＞

○ ことり＜プリザードフラワー＞
○ Tamayura＜ボディジュエリー＞
○ La Comtesse＜手作り石鹸＞
○ ＋S ＜アロマ粘土&リフレクソロジー＞
○ 安心院物産品＜スッポン・カラアゲ＞

〇（社福）アップルミント
　＜パン、焼菓子等＞

〇（社福）真珠園
　＜開運わらじストラップ等＞

〇ほろんの郷　四日市
　＜クラフト製品等＞

〇メロディー
　＜ビーズ小物、木工製品等＞

○ Leather Craft 84's実輝弥＜革小物＞
○ 竹田キャンパスクラフト＜布小物と陶器＞
○ 猫処 野良猫屋＜ポストカード、写真＞
○ 手芸雑貨店Bobbin＜洋服、アクセサリー＞
○ 銀屋＜アクセサリー＞
○ *clear*＜麻ひもクラフト、木工＞

2日／48万人の広場 第2エリア
              ＜19:15～19:45＞
3日／iichikoアトリウムプラザ
               ＜14:20～14:50＞

今年も尚美ミュージックカレッ
ジ専門学校の学生が出演！華
やかでパワフルすぎるミュージ
カルパフォーマンスをお見逃し
なく♪FUNAI屋台村(ふないア
クアパーク)、祭り・DA・OBS
(若草公園)にも出演予定！

土2 日3

to R mansion
（コメディパントマイム） （コメディパントマイム）

サンキュー手塚
（スタンダップコメディ）
ダメじゃん小出

（ウォーキングアクト）
大天狗ヤマスケ

（ブレイクダンス＆アクロバット）
しょぎょーむじょーブラザーズ

2日／ガレリア竹町
　　　48万人の広場 第2エリア
3日／iichikoアトリウムプラザ
　　　iichiko総合文化センター2F ATM前

日本全国から大分の七夕まつりを盛り上げるアーティスト達が集結！！
ジャグリングやパントマイムなど、心躍るパフォーミングアートで笑顔を届けます。

48万人の広場 第2エリア＜19：00～20：30＞

七夕大道芸パフォーマンスロード
七夕スターライトステージ

土2
大分七夕まつりに参加し、2015年春の「大分県立美術館」オープンを前
に盛り上がる音楽！アート！パフォーマンス！ミュージカル＆大道芸のス
ペシャルパフォーマンスステージで芸術文化のまちを創造します。

ミュージカルあり大道芸ありの楽しいステージを存分にお楽しみ
ください。ステージの最後は出演者全員による感動のフィナーレ！
七夕の夜空に歌声が輝きます。

日3

歌・ダンスが好きな人たちが参加し
たミュージカル体験ワークショプ。
4日間の練習成果を発表！今日は
観る側から、出る側に。楽しんで
発表します！

火～7 日88
土28

日38

8

土2 日38

8

日38

iichikoアトリウムプラザ
＜14：00～14：20＞日38

1029

白塗り中学生たちがまちなかをスキップしながら踊り歩きはじ
めたとたん、見慣れた商店街が異世界へ変貌します！

ナビゲーター／菊地びよ（舞踏家）
榎本寿紀（OPAM学芸普及課教育普及グループリーダー）

午前の部（小中学生の親子20組）
午後の部（高校生以上一般40名）

対 象

OPAM工事現場（iichiko総合文化センター向かい）
＜午前の部9:30～11:30／午後の部13:30～15:00＞

飛び入り参加大歓迎！

さぽーとセンター風車 TEL.0972-63-5888問

iichikoアトリウムプラザ メインステージ横
＜12:00～14:00＞

参加自由

県立美術館まちなか支局（竹町ドーム広場前）
＜18：30～21：00＞※受付～20：30

iichikoアトリウムプラザ（発）～まちなか商店街～
iichikoアトリウムプラザ（着）＜13:00～15:00＞

ファブラボ大分×OPAM

参加自由

15:00
48万人の広場 第2エリア TEZZO前 一葉前

ロボットのぞみ

ロボットのぞみ

しょぎょーむじょーブラザーズ七夕まつりスタート

しょぎょーむじょーブラザーズ

to R mansion

to R mansion

サンキュー手塚

天狗ヤマスケ

天狗ヤマスケ

天狗ヤマスケ

サンキュー手塚

ダメじゃん小出

ダメじゃん小出

尚美MUSICAL EXPRESS

大道芸スペシャルショー

回遊型

16:00

15:30

17:00

16:30

18:00

17:30

19:00

18:30

19:45

19:15

20:30

アトリウムステージ
12:00

iichikoアトリウムプラザ iichiko総合文化センター2F ATM前

13:00

12:20

13:45

13:15

14:50

14:00

15:30

15:00

16:20

15:50

16:30

17:00

17:20

オープニングセレモニー

しょぎょーむじょーブラザーズ

カオカオスキップ出発式

to R mansion

尚美MUSICAL EXPRESS&ミュージカル体験WSステージ ダメじゃん小出＆サンキュー手塚

ロボットのぞみ（14:30～）

しょぎょーむじょーブラザーズ（16:00～）

to R mansion

ダンスファクトリー ダンスショー

Y'zエンターテイメント  ダンスショーケース

ダンスファクトリー Y'zエンターテイメント

ロボットのぞみ

18:00
七夕スターライトエクスプレス2014ファイナルショー
（尚美ミュージックカレッジ×大道芸パフォーマー）

OPAM公式HPに応援メッセージとあなたの顔写真が載ります！

日38
日38

日38土28

要申込み・抽選

日3

※7月25日（金）締切

申込方法

http://www.opam.jp
詳細はOPAM公式HPにて
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折　鶴 グラッチオ

5％OFF 5％OFF10％OFF

府内五番街商店街 ／ 14:00～21:00
各店たなばた特別メニューでおもてなし！

ふないサンサン通り ／ 17:30～21:00
大分七夕まつりの奥座敷。緩やかで非日常な時空を堪能。

ふないアクアパーク ／ 17:00～21:30
屋台&ステージイベントで府内の夜を満喫！

※U25割引 全席種半額（25歳以下対象）、３歳以上有料、入場制限なし
S席 4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円

iichiko総合文化センター地下1階 映像小ホール
①11:00～12:30 ②14:00～15:30

歌舞伎は難しい？実はちょっとしたことを知るだけで何倍
も楽しくなるんです。葛西聖司さんの軽妙でわかりやすい
レクチャーを聴けば､初めての方でも歌舞伎を観たくなり
ますよ♪昨年大好評だったため､今年は2回講演です！

※開催日・設置場所等の詳細は各商店街のwebサイトにてご確認ください。
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アトリウムステージ
※無料シャトルバス乗り場

大分県立美術館（OPAM）工事現場

竹町4丁目ステージ（一葉前）

竹町4丁目ステージ（TEZZO前）

七夕スターライトステージ
（48万人の広場・第2エリア）

竹町ドームひろば
国道197号

県立美術館まちなか支局

府内五番街会場

ふないアクアパーク サンサンビアストリート会場

18時より
随時発車

日（日）3 無料シャトルバスあります！ ※乗車には、整理券（当日12時、14時、
16時にi i c h i koアトリウムプラザ受付
で配布）が必要です。

参加費 500円 ※学生無料（要学生証）

お問合せ先は・・・(公財)大分県芸術文化スポーツ振興財団 TEL.097- 533-4011

火～7 29
日8 3

iichikoアトリウムプラザ
クラシック界で頂点を極める世界的ピアニスト
マルタ・アルゲリッチが総監督を務める別府ア
ルゲリッチ音楽祭の歴史や名演シーン、ピノキ
オコンサート等アルゲリッチ財団の活動を紹
介するパネル展示。

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 TEL.097-533-4004問（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 TEL.097-533-4004問

ふないサンサン通り

オアシスひろば→｢納涼花火大会｣会場（大分川舞鶴橋付近）まで

平成26年度 文化庁劇場・音楽堂等活性化事業


