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〇玉川奈々福 春野恵子 二人会

1/9（月・祝）14:00 夢ホール 前売り2500円

（全席指定）

〇N-crafts NHK交響楽団メンバーによる金管五

重奏団

1/14（土）16:00 コスモホール 前売り1000円

★「ぼけますから、よろしくお願いします」

1/15（日）①10:30 ②13:30 コスモホール 会

員900円 あなんで映画をみよう会

〇阿南市文化協会 文化奨励賞受賞田村元帥、

佐竹夏実二人書展

1/20～29 市役所多目的スペース 入場無料

★阿波人形浄瑠璃 中村園太夫座公演

1/29（日）13:00 夢ホール 200円

高校生以下・会員無料

〇タレガ ギターカルテット

2/4（土）14:00 藍住総合文化会館 前売3000円

〇阿南市文化協会文化講演会

「加茂谷へんろ道」横井知昭氏

2/18（土）13:30～ひまわり会館２階ホール 入場

無料・申込不要

〇徳島でみれない映画をみる会例会

1/15（日）「彼女たちの革命前夜」

1/29（日）「破戒」

2/19（日）「オルガの翼」

3/12（日）「LOVE LIFE」

①10:30 ②13:10 ③15:50 ④18:30 徳島市シ

ビックセンターさくらホール 入会金1000円 月

会費1000円

★印は当事務所でチケット取扱い

yumehallciviccouncil@gmail.com

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」でお買い物を

されると黄色いレシートが出ます。
「黄色いレシート」は
夢ホール市民協議会夢つくりあなんのBOXへ！
お買い物額の1％が当会に寄付されます。

2/11（土）14：00開演

上原彩子ピアノリサイタル
世界3大コンクールの一つチャイコフスキー国際コンクールピアノ部門で、女性

初、日本人初の第1位。ヤマハ音楽教室でピアノを始め、音楽大学等を経ず世界を
制した異色のキャリア。 （世界3大コンクール、後の二つはショパンとエリザベート王妃）

モーツァルトのソナタKv331は、3楽章がおなじみのメロディ「トルコ行進曲」
めったに聴けないリストの「ソナタ」
「メフィストワルツ第1番 村の居酒屋での踊り」「愛の夢第３番」ほか
「愛の夢」は最近二人のピアニストが夢ホールで演奏しています、聴き比べてみ
ましょう。個性が聞こえてくることでしょう。
ご本人のメッセージにあるように「タフなプログラム」。他では聞く機会の少な
いお得なプログラムです。

指定席/会員3000円 一般3500円 小中高生2000円
自由席/会員2500円 一般3000円 小中高生1500円
当日各500円増し。 未就学児は入場いただけません

公式ライン
お知らせを随時行っています
お友だち登録をお願いします

インスタPR専用アカウント
事業告知・出演者動画を配信しています
フォローお願いします

3/18（土）14:00～15:00  夢ホールホワイエ（ロビー）

ホワイエコンサート～山本綾子（ソプラノ）

夢みたものは（立原道造・木下牧子） 献呈（Rシュトラウス）

落葉松（野上彰・小林秀雄） ほか

予約受付2/4（土）10時より*土曜日は午前中のみです

チケット:500円 2名以上の仲良しチケット（予約のみ）はおひとり400円

会員は当日も400円 未就学児は入場無料

コンサート運営のボランティア
スタッフ募集！

・記録・受付・会場整理など

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（前日までに）■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

■正会員3000円

■賛助会員 個人一口2500円 法人一口10000円

・・・賛助会員（個人）の10月以降入会は2000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 628-1395192.

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

◆(株)南海プランナー ◆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

2/25（土）14：30～15：15 視聴覚室

音楽劇「あらしのあとの動物園」
＆うた、ヴァイオリンとピアノ

魅惑のダイアモンドヴォイスと楽しいMC。ホワイエやソワレのコンサー

トでもおなじみの山中さん。名コンビの増田さんのピアノで子どもたちの

ための音楽会。

あらしの後の夜の動物園が舞台の音楽劇では、クイズ仕立てでいろいろな

動物の歌が楽しめます。

予約受付1/13（日）10時より 定員90名

3歳より入場可 チケットは4歳よりシングル700円（当日800円）

ペア1300円（予約のみ） 会員500円

事務局のお休み・水曜日休館
～1/5、11、18（出前授業）、25、26
1/28、2/4、2/18の午後

メッセーolジ動画はこちら

会員無料
です！



11/17 アレクサンダー・ガジェヴ
ピアノリサイタル

1～3月 夢ホールコンサート出演者による
アウトリーチ事業 小学校出前授業

桑野、橘小学校音楽室に

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）

森基之（ヴァイオリン）・森由美（ピアノ）

を派遣し、音楽の出前授業を行います。

10/28 メビウス∞サクソフォンアンサンブル
吉井小学校全校生65名

12/4 第25回クリスマスライブ

5組出演

12/18 第20回夢ホールコンサート

9組出演 入場160名

12/10 ホワイエコンサート
カホン・田邊勇樹 ゲスト/木田寿味

webアンケートにご協力を。当日配布プログラム裏表紙の
QRコードを読み取り、アンケートにご回答ください。
抽選でチケットプレゼントを実施しています。

演奏前に奏者

からのメッセー

ジと静寂の2分

間。そして照明

がつき演奏が

始まりました。

アンコールは

ショパン作品を

4曲も演奏し、

お客さまは大

満足でした。

サイン会は視聴覚室で実施

来日前と終演後にメッセージをいただきました。

インスタグラムyumehallcivicouncil_prで視聴ください。

終演後のメッセージ動画はこちら

11/23 科学センター★コンサート
阿南市トライアルサウンディング事業を活用して

小中高生のためのインリーチ事業

この事業は、小中高生を学年・学校単位でホールに招
待し、生演奏の鑑賞とホールを体験いただくことを目的
としています。生徒の皆さんも、先生がたもお客様とし
てお迎えしています。
会館と並び主催で実施、「とくしま文化・未来創造支援」
と「阿南市ふるさとづくり」から助成いただいています。

夢ホールの響きやピアノが気に入った様子でした。

インタビューでは「古いニューヨークスタインウェイピアノに

感動しました」と言っています。

確かに20年越えの古いピアノ。そろそろ替え時です・・・

夢ホールコンサート開催20

回を記念して、夢ホールで

おなじみの奏者による木

管五重奏を科学センター

で開催。

・夢ホールの外へ音楽を

届ける

・県内で活躍の音楽家を

紹介する

という目的で開催しました。

冷たい雨の降る休日でし

たが、近隣の方がお集まり

くださいました。

事前予約では早々に満席でした。当日は空席があり、
無料開催での定員の在り方に課題が残りました。

11/7 徳永真一郎ギターリサイタル
見能林小学校5年生75名

石井琢磨ピアノリサイタル
12/13 大野小学校全校生101名

橘小学校全校生75名
12/14（２回公演） 羽ノ浦小学校全校生650名

２/２4予定 山中雅博 テノールリサイタル
阿南光高校１年生１７０名

質問コーナーが

盛り上がりまし

た。

羽ノ浦小学校高

学年の回では

合唱部が石井

さんの伴奏で

コーラスを楽し

みました。

12/4 チャリティクリスマスマーケット

クリスマスライブは今回が最後。次年度からは会館主催

で春と秋、コスモと夢の両ホールで開催が計画されていま

す。バンドの皆さんどうぞご参加ください。

「クリスマスライブ」の代替としては、毎夏好評の「みんな

でピアノ物語」をコスモホールでも実施します。2024年2月

に手工芸品マーケットと合わせて開催予定。

手工芸品マーケットは2013年から

実施。当時は同種のイベントが阿

南市内では開かれておらず、手工

芸作家さんたちからの要望で開催

したのでした。

最近は、市内でも各所で行われて

います。チャリティでの実施は他

に無いことと、家庭的な雰囲気で

作家さん達から好評です。

マーケット売り上げの中から「共同

募金」に10,782円寄付できました。

カホン・・・スペイン語で

「箱」という名のペルー

生まれの打楽器です。

「打楽器」が主役の珍し

いプログラム。

ヴァイオリンとカホンの

デュオで「チャルダッ

シュ」など、迫力ある演奏

を楽しみました。

来場者の投票で選ばれる「オーディエンス賞」はヴァイオ

リンの木田寿味さんが受賞。

投票集計時間を利用してのゲームや、最後の表彰式まで

お客様が残ってくださり、温かい雰囲気で2022年最後の

演奏会を終えました。

2023年度事業予定 ★印は企画協力

★4/29 山中雅博テノールリサイタル

5/15 コスモホールファミリーコンサート

鈴江早都子他木管アンサンブル

6/11 ロレアコンサート 木田寿味他

8/6 おんがくの日

ホワイエコンサート（ブランディーヴァ）

こどものための音楽会

（ヴィアベルカルテット）

ストリートピアノ

4台ピアノ（石井琢磨・高木竜馬・

藤川有樹・宮田森）

8/26-27 みんなでピアノ物語・チャリティ24

9/未定 陸上自衛隊第14音楽隊

10/15 小菅優ピアノリサイタル

★11/12 ブランディーヴァ

11/25 ホワイエコンサート

（冨士原あや）

11/30 インリーチ事業

（ブランディーヴァ）

12/8 インリーチ事業（Sora Duo）

★12/9 Sora Duoリサイタル

12/17 第21回夢ホールコンサート

2/4 コスモ・みんなでピアノ物語

2/23 こどものための音楽会（猪子京子）

3/16 ホワイエコンサート（浜田佳子）

このマークはインスタグラムでメッセージ動画を視聴いただけます

午前中に「カホンワークショップ」を開催。参加者が練

習した「オブラディオブラダ」をホワイエで披露しました。

ホワイエコンサートの一部はYouTubeでご覧いただけます。

ブランディーバ

小菅優

Sora Duo

入場451名
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