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第33回国民文化祭・おおいた2018
第18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会

「マイ・フェア・レディ」本チラシ　表面　2018.03.26 再校
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グランシアタ

10 31  11 1  
開演 18：30　開場 18：00
神田沙也加・別所哲也

開演 18：30　開場 17：00

受付時間
10：00～18：00

iichiko総合文化センター 【（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団】

主催：iichiko総合文化センター 【（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団】　　共催：大分合同新聞社、TOSテレビ大分、エフエム大分　　特別協賛：三和酒類株式会社　　助成：（一財）地域創造
後援：大分県、大分県教育委員会、大分県芸術文化振興会議、大分市教育委員会、西日本新聞社、NHK大分放送局、大分ケーブルテレコム株式会社、おおいたインフォメーションハウス

総合文化センター ホームページ〈インターネット販売〉http://www.emo.or.jp/
総合文化センター 1Fインフォメーション ･･･････････････････････ tel.097-533-4002

トキハ会館3Fプレイガイド ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ tel.097-538-3111

友の会びびチケット予約専用番号 ･･･････････････････････････････････････････････････････ tel.097-533-4005

別府ヱトウ南海堂 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ tel.0977-22-0827

ローソンチケット（ローソン各店）《Lコード：81595》 ･･････････････････････････ tel.0570-000-407

チケットぴあ（セブン-イレブン各店）《Pコード：486-425》･･････････････････ tel.0570-02-9999

お取り扱いプレイガイド

諸　注　意

●上演中の客席への入退場は制限をさせていただく場合がございます。

●やむを得ない事情により、出演者などが変更になることがあります。

●ご予約後の変更およびキャンセルはお受けできません。

●公演中止の場合を除き、一度購入されたチケットの変更および払い戻しはいたしません。

●未就学児童の同伴はご遠慮ください。
　無料託児サービスをご利用ください。（要申込：10月24日㈬17時まで。満1歳児から未就学児童まで。定員10名）。

●無料託児サービスおよび車椅子席のお問い合わせ・ご予約はiichiko総合文化センター（097-533-4004）
　までお電話でお申し込みください。

お問い合わせ

☎097-533-4004 http://www.emo.or.jp/

料金（全席指定・税込）

S席：7,000円　A席：5,000円　B席：3,000円

6月30日土 0 一般前売開始
※びび割との併用不可

6月9日土 0 びび発売開始

U25割(25歳以下)：各種半額

朝夏まなと・寺脇康文
（各種 KOTOBUKI 20%、TAKASAGO 、UME 割引）

全国大千秋楽

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」の曲を
本物のセットと生オーケストラで歌って踊ろう！

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」
特別体験ワークショップ

振付：前田清実　　歌唱指導：堂ノ脇恭子

関連企画

6月2日㈯ 10：00より電話受付開始予定!
お問い合わせ、詳細は、097-533-4004まで

※本ワークショップ
の参加には11月1
日の本公演（朝夏
まなと、寺脇康文）
のチケット購入が
必須となります。

「マイ・フェア・レディ」本チラシ　中面　2018.03.28 四校
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●上演中の客席への入退場は制限をさせていただく場合がございます。

●やむを得ない事情により、出演者などが変更になることがあります。

●ご予約後の変更およびキャンセルはお受けできません。

●公演中止の場合を除き、一度購入されたチケットの変更および払い戻しはいたしません。

●未就学児童の同伴はご遠慮ください。
　無料託児サービスをご利用ください。（要申込：10月24日㈬17時まで。満1歳児から未就学児童まで。定員10名）。

●無料託児サービスおよび車椅子席のお問い合わせ・ご予約はiichiko総合文化センター（097-533-4004）
　までお電話でお申し込みください。

お問い合わせ

☎097-533-4004 http://www.emo.or.jp/

料金（全席指定・税込）

S席：7,000円　A席：5,000円　B席：3,000円

6月30日土 0 一般前売開始
※びび割との併用不可

6月9日土 0 びび発売開始

U25割(25歳以下)：各種半額

朝夏まなと・寺脇康文
（各種 KOTOBUKI 20%、TAKASAGO 、UME 割引）

全国大千秋楽

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」の曲を
本物のセットと生オーケストラで歌って踊ろう！

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」
特別体験ワークショップ

振付：前田清実　　歌唱指導：堂ノ脇恭子

関連企画

6月2日㈯ 10：00より電話受付開始予定!
お問い合わせ、詳細は、097-533-4004まで

※本ワークショップ
の参加には11月1
日の本公演（朝夏
まなと、寺脇康文）
のチケット購入が
必須となります。

「マイ・フェア・レディ」本チラシ　中面　2018.03.28 四校


