もつともっと オ ーケス トラ"を 楽 しむために、オーケス トラの素敵な一 日
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ところ:山 形県県民会館

Ш響オーケストラの日
1ゲ ネプロ見学

13:45〜 14:45

2オ ークストラ探検 15:30〜 17:30
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18:30〜 19:40

●指揮 :飯 森範親 ● ピ7′ :斎 藤和音
入場料 500円 高校生以下無料
(入 場子ケツトま当日会場で販売いたします)

くわしくは下記までお問い合せください

山響チケットサ ービス
TEL023… 625¨ 2204
E¨ ma‖ ticket@yamakyo.or.,p
■主催 ‐社団法人山形交響楽協会
■共催 ‐山形県県民会館 社回法人 日本オーグストラ連量
■後援 ‐山形県 II形 市 山形県教育委員会 山形市教育委員会 山形新聞 山形放送 山形テレビ
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Ш響オ ーケ ス トラの日
′
オークス トラの人たちは 本番直前にするリツヽ―サルのことを・グネブロ と呼んでいま魂 なかなか
観る機会のない最後の総仕上￨よ ケネブロ.ど んなことをするのか覇争かにこ覧ください
こ注 意

途中の入場はてきませんので 必ず開演前までにお越しください

①楽器体験コーナー

④楽譜展示コーナー(※ )

オ ークス トラて使 用 して いる楽器 こと にコー
ナ ーを設 けて楽団員が説明 し 実際 に触れるな
どの体験をしていただきます .

オーケストラて使用している楽譜を展示します
指揮者用の楽譜 各楽器用の楽譜 同じ由なのに
どれひとつとして同じ楽譜はありません。

②ステージ体験(※ )

.

⑤クイズラリー

曰ころ上ることが出来ないステ ージに上ってみ
ましょう.指 揮台に乗っての記念撮影などはいか
がですか ?

会場各 PFに クイズ を掲示 しています .全 問正解
の方 にはオークス トラ博士の認定書を交付 しま
す ふるってチャレンジ してください.

③パックステージ見学ツアー(※ )

⑥指揮者の部屋

演 奏 会 で は見 る こ との 出 来 な いス テ ージ 裏 や
楽 屋 な ど を見 営 してみ ま しょう 30名 ×5回 の
ツア ー とな ります の で こ希 望の 方 はホ ール 会

山響音楽監督 飯森範親さんか皆さまをお待ち
しています お話 しした り 記念撮影のチヤンス

場内のツアー受付までお集まりください.整 理
券をお渡しします.
(ツ ア ー時間》

[1回 曰]15つ 0〜 1520[2口 曰]1530〜

1620[4口
[5回 曰]17つ 0〜 1720
[3回 曰]1600〜

曰]1630〜

1550
1650

1

0ア ンサンブル演奏
オ ークス トラの楽器の演奏を自の前で体験 しま
しょう 楽団員有志が 1階 ロビーの 会場で演桑
いたします

※上teの 1グ ネプロ見学と2オ ークストラ探検は中込等不要です。となたてもこ惨力0て きま魂

指 揮 :飯 森範親

ピアノ :齋 藤和音

3大 Bっ てなに ?
◎ドイツが生んだ作口家、

>入
(入

場料 500円 高校生以下 無料
場テケットよ当日会場で販売tlた します)

今回は すべての作曲家にとっての先生といっても良い3人 のll由 家にスポットをあてます
また く
みんなもオ ークストラの楽器にくわしくなろう〉
で ま コントラフヽ
スを紹介します。
某テ レビドラマておrdじ みのフラ 1 ビアノ協奏由「皇帝Jも 演奏 します
[曲

曰]バ ッハ/ブ ランデンブルグ協奏曲第3番 第 1楽 章
ベートーヴェン/ビ アノ協奏曲第5番「皇帝J第 1楽 章
みんなもオーケストラの楽器にくわしくなろう〜縁の下の力持ちコントラバス〜
指揮者を体験してみよう
ブラームス/交 詈曲第 1番 第 1楽 章 第4楽 章

こ注 意

入略 の年齢制限はありませんが 未就学並びに小学生の赤

には 必ず保語音が同l■ してください

ボランテイア・ スタツフ募集
当日のお客様の誘導 会場内整理等 楽0員 及びtU響 スタッフのお手伝いにポ ランテイアとして,力 0し てい
ただける方を20人 募集 (高 校生以上 )0ヽ た します ぜひお手云いいただき会場を盛 り上 ザてください (住 所
氏も 年節を明記の上 メール ファックス はがきなどてこ応募ください 綺め切りは3月 20日 (● ■)で す )

〒990‑0041山 形市緑町1‐ 9‐ 30山 形県新築西通り会館 山形交響楽団 オークス トラの 日係

FAX:023‑625‑2205 TEL:023‑625‑2203

E‐ ma‖

:ucket@yamakyo orip

