
８/７（日）おんがくの日
12/18（日）14：00開演 第20回夢ホールコンサート

チケット:500円 小中高生・YCC会員は無料

夢ホール

夢ホールコンサートは大学等で音楽を専攻し卒業された方、及び継続的に演
奏活動を行っている団体に公募し開催。
今年20回目を迎えこれまでに延べ354組の出演がありました。
来場者の投票による「オーディエンス賞」を選考し、終演後に表彰を行ています。
受賞者は翌年6月開催「ロレアコンサート」に出演いただきます。

開会式～テープカット
出演の石井琢磨さん、山田沙織さん、川原由衣さん、田邉勇樹さん

こどもクラブ（カホンワークショップ） 講師：田邉勇樹 お話会 ご家族連れで満席

「音楽フェスティバル」が阿南でできれば‥という夢に一歩前進

発足25周年の2024年に本格開催を目指しています。

芸術監督に迎えたピアニスト石井琢磨さんはYouTubeではチャンネル登録が20万を超える人

気。全国からお客様が来られ、加熱する人気とコロナ対策に少し緊張しました。

キッチンカー出店や、「おんがくの日限定スィーツ」を依頼。エコバッグ、Tシャツなどの限定

グッズを販売しました。反省点を次回に生かします。ご意見をお寄せ下さい。

石井さんと子どもたちが連弾 全国からお客様が来場

9/11（日）徳島県警察音楽隊演奏会 コスモホール

９/17（土）ホワイエコンサート ドリマトーン 夢ホールホワイエ

もぎ取り２７６ 全席指定
自衛隊音楽隊後交互に開催
の演奏会。
徳島県警は前回コロナで中止
したため2018年以来の出演で
す。最後は拍手がやまず、感
動的なステージでした。

ワークショップ9名
こどものための音楽会 4歳以上58名
ストリートピアノ19名出演
石井さんと連弾 11名出演
ピアノリサイタル 565名
お話会 約30名

81名もぎ取り 未就学児入場無料
ドリマトーンはカワイ楽器の電子オルガン。
電子オルガンは今回が初登場です。
足も駆使したパワフルな演奏。
曲紹介に絵付きパネルを準備。編曲も、音色の
組み合わせもすべて自分でこなされるとのこと。
パフォーマンスも楽しく、一味違う はじけた ホワイエコンサートとなりました。

8/27-28 第２３回みんなでピアノ物語 夢ホール

131名出演。
3年ぶりに学生ボランティアを募集し、お客
様案内とアナウンスを担当いただきました。
チャリティ手工芸品マーケットは中止しました。

2023年2/11（土）14時開演
上原彩子ピアノリサイタル
全席指定 A席一般3500円 小中高生2000円

B席一般3000円 小中高生1500円
（当日各500円増し）

チャイコフスキー国際コンクールピアノ部門で 日本人初！
女性初！の優勝。
（ショパン、エリザベート王妃と並び世界三大コンクールと位置付け
られています）

高松出身。3人の子育てをしながら世界的なピアニストとして
の地位を確立。
家庭も演奏も、の姿に勇気づけられます。

来年度は8月6日（日）
・ブランディーヴァ・ヴィアベルカルテット
・4台ピアノ（石井琢磨・高木竜馬・藤川有樹・宮田森）他を計画中です

2023年 10/15
来年度の
ピアノリサイタル
出演は 小菅優さん
小菅さんはベルリン在
住。来日スケジュールは
秋のみとのことで、
10月開催です。

松島純子（ピアノ） シューベルト/ ピアノソナタ 第13番 イ長調 D664
Op.120

ユーボエ
近藤菜央(ユーフォニアム)
大津絵梨(オーボエ)
高尾奈摘(ピアノ)

久石譲/人生のメリーゴーランド
ピアソラ/リベルタンゴ

野間こずえ(ピアノ) ショパン/幻想曲 ヘ短調 Op.49

あずめぐpianoduo
茂中明日希
冨士原萌

ブラームス/ハンガリー舞曲集より第1番、5番、6番
リチャード・ロジャーズ作曲 神内敏之編曲/Do-Re-Mi

森基之（ヴァイオリン）
森由美（ピアノ）

B.バルトーク/ルーマニア民族舞曲
ジプシー・キングス/インスピレーション

伊藤 由美子（ピアノ） ブラームス/ラプソディ第1番ロ短調　Op.79-1

都築知恵子（ヴァイオリン）
豊島満理(ピアノ)

アンリ・ヴュータン／バラードとポロネーズ op.38

森茉優（ピアノ） ショパン/ピアノソナタ第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章
第4楽章

踊らなソングソング
竹宮誠子(ピアノ)
竹宮美佳(フルート)

プーランク/フルートソナタ

木田寿味（ヴァイオリン）
豊島満理(ピアノ)

ブルッフ/バイオリン協奏曲第1番ト短調op.6第3楽章出演者全員に、小さな花束をお渡しして
います。これまで作ってくださっていた生
花店が今年限りで閉店とのこと。本当
に感謝申し上げます。お願いできる花店
を探しています。ご推薦ください。

＊アンケートから
・少ない演奏者に感じましたが、迫力ある音色をありがとうございました
・旬の曲から、思い出の曲、警察の啓もう。メッセージまで盛りだくさんの楽しい演奏
会でした
他にも吹奏楽部学生さんの長文のコメントもあり、ご回答ありがとうございました。
→応募の中からチケットプレゼントをしています。QRコードから感想をお寄せください。

＊アンケートから
・自分でアレンジされるなんてすごいですね。それぞれの曲が全部新鮮で楽しく聞け
ました。
・老若男女が楽しめる楽曲選びでした。今まで行ったコンサートの中で一番演者と
観客が近くて一体となっていました。
・全身で感情をこめて弾かれるドリマトーンにいつも魅了されます。

12/11（日）14:00 夢ホール 2500円ほか

＊協力事業、企画提案しました

オペラシアターこんにゃく座
「オペラ 森は生きている」

20年前に同作品で来演。
08年には「セロ弾きのゴーシュ」を公演。この時は当会の10周年
ディナーショーにも出演。

ほんとに全く素敵な
舞台です、
ご期待ください。



目的は文化芸術事業を通した豊かなまちづくり ニュースレターNo.92 2022年10月

NPO法人夢ホール市民協議会 Non-profit Organization Yumehall Civic Council（YCC)

夢つくりあなんSince1998

阿南市富岡町西池田１３５-１(水曜休館)
郵便振替 01660-0-13047

徳島大正銀行 阿南支店(普通）6595921
TEL 0884-23-5599

https://etonne7.wixsite.com/yumehallciviccouncil

NPO法人夢ホール市民協議会夢つくりあなんは

「文化は市民の財産であり、自立した文化活動を展開し、

地域文化を発展させるのは市民自身である」との基本理

念に立ち、コンサートなどの鑑賞機会の増大、郷土伝統

芸能の継承、市民自らの創造研鑽の機会としての市民参

加事業などを企画運営し、文化芸術活動を通した豊かな

まちづくりに寄与することを目的とする。

1998年に発足

阿南市文化会館・夢ホールを市民自慢の“みんなの

ホール”に育てようと、開館前年の1998年に発足。

「市民主導行政参加」の運営方針のもと官民が協力し

てコンサートやワークショップ、出前授業など芸術に

出会う機会を創出しています。

会員の特典

■ニュースレターをお送りします■チケットの先行予約、

割引■チケットキャンセル払い戻し（1週間前までに事務

局にご相談ください）■催し物の企画運営に参加

会費は 会費や寄付で活動しています。

（年度会費4月～翌年3月

賛助会員（個人）の10月以降入会は2000円）

■正会員3000円

■賛助会員 個人一口2500円 法人一口10000円

■事務局で直接お納めいただけます

■振込は

ゆうちょ銀行 記号628 番号1395192.

郵便振り込み 01660-0-13047

徳島大正銀行（普）阿南支店6595921

名義はすべて特非)夢ホール市民協議会夢つくりあなん

賛助会員(団体）

◆阿南市職員組合 ◆阿南ロータリークラブ

◆阿南ライオンズクラブ ◆岩浅歯科医院

◆志満や運送 ◆寝装ランド杉原

◆菅原電気(株)徳島営業所 ◆太陽高速印刷(有)

◆J-POWERジェネレーションサービス(株)

◆日亜化学工業 (株) ◆西野建設((株)

◆平惣書店(株) ◆吉田歯科医院

◆(医)マイトリー会島内科眼科医院 ◆中村園太夫座

◆南海プランナー

近隣の催し物

〇ファミリーコンサート

10/10（月）①11:00 ②14」00 藍住町総合文化ホール

3歳から500円 高校生から1000円

★映画「梅切らぬバカ」

10/23（日）①10:30 ②13：00 ③15:00 コスモホール 前

売り1000円 YCC会員900円 あなんで映画をみよう会

★メビウス∞サクソフォンアンサンブル

10/28（金）19:00 コスモホール

YCC会員800円

・・2011年にホワイエコンサートに

出演。 楽しいアンサンブルです

〇阿波路会 艶姿女舞衣 酒屋の段

10月29日（土）16:00 阿波十郎兵衛屋敷 1500円

〇フォギー・デュー みわくのみわけんコンサート

10/30（日）14：30 北島町創世ホール 2000円ほか

★松田弦 クラシックギターコンサート

11/3（木）14：30 シビックセンターさくらホール 3000円

〇徳永真一郎ギターリサイタル

11/6（日）14:00 夢ホール 全席指定2000円

〇徳島で見れない映画をみる会例会

10/16「ワン・セカンド」

11/13「三姉妹」

12/18「マイスモールランド」

①10：30 ②13：10 ③15：50 ④18：30

徳島シビックセンターさくらホール 会員制

★印は当会事務所にてチケット扱い中
当会HP「近隣のイベント紹介ページ」をご参照ください

黄色いレシートキャンペーンへの
ご協力お願い

毎月11日 「ビッグ阿南店」でお買い物。
黄色いレシートは寄附BOXへ入れてください
買い物額の1％が当会に寄付されます

SNSでは催し物の情報を深く、早くお知らせ中。
出演者のメッセージ動画もお楽しみいただけます。

11/17（木）19：00 夢ホール 全席指定 *未就学児入場不可

A席一班4500円 小中高生2000円 YCC会員4000円
B席一般4000円 小中高生1500円 YCC会員3500円 日各500円増し

アレクサンダー・ガジェヴピアノリサイタル
2021年第18回ショパン国際ピアノコンクール2位・ソナタ最優秀演奏賞受賞
2021年シドニー国際ピアノコンクール優勝、2015年浜松国際ピアノコンクール優勝・聴衆賞
受賞。２０１９/2022年のＢＢＣニュージェネレーション・アーティストに選抜。

ショパンのソナタ第2番、ドビュッシーの前奏曲、シューマンの幻想曲ほか垂涎のプログラム

四国で唯一夢ホールで演奏会が実現しました。この機会をお逃しなく。

ボランティアスタッフ募集（高校生以上）

★受付★アナウンス★会場整理★舞台運営

催し物開場の30分前集合、10分前スタンバイ。

★会場つくり・片付け・撤収作業もあります

ご都合に合わせてお手伝いください

★12月には研修会を実施

★ウェブ登録フォームがあります

11/23（水・祝）14：00～14:45阿南市科学センターエントランス
入場無料・年齢制限なし（100名程度） 夢ホールコンサート20回開催記念

科学センター★コンサート 木管五重奏
夢ホールでおなじみの奏者に科学センターで演奏いただくことにしました。夢ホールのPRを
兼ね、地元徳島で活躍の奏者たちを応援します。
阿南市の”トライアル・サウンディング事業”として実施します。

鈴江早都子（フルート）・大西千奈（オーボエ）・井手端聡（クラリネット）

佐々木加奈（ホルン）・興梠智彦（ファゴット）

12/4（日）昼公演 コスモホール コスモホールクリスマスライブ
出演者募集中～10/20締め切り
中学生以上のバンド、ソロ演奏。カラオケ伴奏の演奏不可。
マイク、アンプ、ピアノ、ドラムスを準備します。
クリスマスにちなんだ曲を加えてください
参加費（一組）2000円

12/10（土）夢ホールホワイエ 出演・講師 田邉勇樹

10時～ ワークショップ（段ボールカホン作成と演奏）
参加費3000円（カホンキット＋コンサートチケット）
カホン持参の場合1000円（コンサートチケット込み）
小学生以上20名

14時～ ホワイエコンサート（カホン） 500円 （予約11/19より） ゲスト/木田寿味（ヴァイオリン）

事務局予定
9/26 人権フェス実行委員会
10/17 理事会
10/28 インリーチ事業（コスモホール）
11/7 インリーチ事業（夢ホール）
11/23 科学センター★コンサート
臨時休業11/5，24-25

カホンワークショップ参加

チャリティ☆クリスマスマーケット出店募集
12/4（日）10時～15時
情報文化センターコスモホール2階ロビー
10組（ご自身の手作り品に限ります）
受付：10/1～16 .定員に達し次第締め切り。
出店料 1000円
＊売り上げから10％をご寄付ください。

出演申込

予約


