
5/15（日）フルートと歌のファミリーコンサート コスモホール

６/１２（日）第１２回ロレアコンサート 夢ホール

来場者数204名

森基之（ヴァイオリン ２０２１年度オーディエンス賞受賞） 森由美（ピアノ）

都築知恵子（ヴァイオリン ２０２１年度理事会推薦） 豊島梓（ピアノ）

アンケートから
●前半は会場の後ろの方、後半は前の方で鑑賞させて頂きました。後ろは良く響

き、前はクリアな感じで、どちらも良かったです。

●ヴァイオリン２つの演奏がとても良かった。

●美しい音色に魅了されました。アヴェ‐マリア、ナヴァラ素敵でした。

出演者 参加者募集

第23回みんなでピアノ物語
夢ホールステージでピアニスト憧れのスタインウェイグランドピアノを
演奏してみましょう。小学生以上ならどなたでも。
ピアノソロ、連弾、歌唱、他の楽器とのアンサンブルなどでご出演
いただけます。
開催：8/27-28 夢ホール
応募受付：7/1～27
先着順 土曜日50組 日曜日75組
参加費:一人１０００円
4名以上のアンサンブルは何人でも4000円
一組 10分以内

手工芸品チャリティマーケットⅧ
開催：８/２７－２８ 夢ホールホワイエ
応募受付：7/1
15組程度 1000円
「24時間テレビ」に協賛して行います、
売り上げから10％程度をご寄付いただきます

第20回夢ホールコンサート
①大学等で音楽を専攻し卒業された方
②継続的に演奏活動を行う20歳以上の団体
開催：12/18 夢ホール
事前に舞台でのリハーサルがあります。
当日視聴覚室で音出しができます。
応募受付：8月末まで
詳細は資料をご請求ください
参加費 ①一人3000円 ②3000円＋メンバー×1000円
①はオーディエンス賞投票の対象。出前授業にご協力いただい
ています。

ボランティアスタッフ研修
開催：12/18 午前中
研修後、同日午後に開催の「夢ホールコンサート」のスタッフとし
て演奏会運営に携わっていただきます。
服装：ビジネスカジュアル
スニーカー、ジーンズ等は不可です。

クリスマスライブ
ピアノ、ドラムス、マイク、アンプ等を準備します
中学生以上のバンドでご出演ください。
開催：12/4 コスモホール
参加申込受付：8/1～10/25
事前に打ち合わせ会、当日午前中にサウンドチェックがあります
参加費：2000円（一組）
当日の入場は無料

出演者の終演後のメッセージ
動画をインスタグラム・・

yumehalciviccouncil_pr
でご覧いただけます

チケットもぎ取り数１０８名 未就学児は入場無料
フルート 澁谷華奈子
ソプラノ 真鍋美恵
バリトン 中山知彦
ピアノ 三村加奈

アンケートから：・・・
●ソプラノやバリトンが入ってすごく良かった。家族が共に理解できる 構成で大変良

かったと思います。

●全ての曲を大満足で聴けました。童謡などは、懐かしい気持ちになり涙が出ました。

素敵な時間になりました！！本当にありがとうございました！

●知っている曲、子供にも馴染みがある曲、クラッシックなど、色々な曲を聞くことが

できて良かったです。

●フルートもピアノもソリストお二人も皆さん安定感があり、誰も素晴らしかった。 また、

聴きたいです。

9/11（日） 14:00 コスモホール
徳島県警察音楽隊演奏会

9/17（土）14:00
夢ホール ホワイエコンサート～ドリマトーン（小林ひとみ）

11/17（木）19:00 夢ホール

9/1 会員先行販売
9/3 一般販売

全席指定
一般4500円

小中高生2000円
YCC会員4000円

＊8月上旬チラシ公開

2021年ショパン国際ピアノコン

クールで第２位およびクリス

チャン・ツィメルマン賞（ソナタ

最優秀演奏賞）を受賞。

2015年第９回浜松国際ピアノ

コンクールで優勝および聴衆

賞など多数受賞。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され

るなど、若い世代における世

界のトップを走り続けている。

入場無料 全席指定席

整理券配布・・8/20（土）より
配布場所・・コスモホール、

夢ホール
当会事務所

演奏予定曲・・・ルパン三世メドレー/阿波踊り/
見上げてごらん夜の星を・・・ほか

受付開始：8/21（日）10時より
電話またはWebフォームで
定員・80名
チケット：500円
2名以上の仲良しチケットはおひとり400円
YCC会員は400円

ドリマトーンはカワイ楽器が製作していた電子楽器です。
深く豊かな音色の魅力をぜひお楽しみください。

プログラム（予定）
ドビュッシー：
「12の練習曲」より
「組み合わされたアルペッジョのための」、
「オクターヴのための」

ドビュッシー：
「前奏曲集第２巻」より

月の光が降り注ぐテラス
「前奏曲第１巻」より 帆

ショパン：ピアノ・ソナタ第２番 「葬送」

シューマン：幻想曲 ハ長調 op.17

浜松国際コンクールで優勝💐 昨年のショパンコンクールで2位🎉
こんなスターを企画するなど、思いつきもしませんでした。
ある所よりお声掛けをいただき夢ホールでの演奏が実現したのです。
活動を続けてきたご褒美ですね。県外からお問合せが相次いでいます。

音色の美しさ、表現の深さに出会えるチャンスです。
会員の皆さん、この機会をどうか逃さないでくださいね。
8月より広報開始、チラシができ次第送付いたします。
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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（前日までに）■催し

物の企画運営に参加

ホールボランティア登録会員 募集

■催し物運営をお手伝いをください・・・チケットもぎ取り、

お客様の案内など■高校生以上。登録無料■主催事業

では、ホールボランティアを募集しています。12月には研

修があります

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 店番）628 普通預金 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

◆(株)アイテイスト◆(株)南海プランナー

〇山本貴子ピアノリサイタル

７/１０（日）１４:００ あわぎんホール 前売1500円

〇石井絵里奈ピアノリサイタル

７/17（日）14:00 ドイツ館 ５００円

〇浅井久視子 徳永真一郎ギター＆ピアノジョイント

コンサート

7/２３（土）１４:００ アエルワホール 前売２５００円

★映画「MINAMATA」

7/３１（日）①10:30 ②13：30 阿南市文化会館夢ホール

前売1000円 YCC会員900円 あなんで映画をみよう会

〇岡田花奏 ピアノ&エレクトーンコンサート

8/20（土）14:00 藍住町総合文化ホール

〇ことのはロビーコンサート 山田沙織（ヴィオラ）・

山田俊美（チェンバロ）

8/21（日）１４:００ 文学書道館 入場無料

申込７/１～３１抽選

〇第9回松岡貴史＆みち子作品展

8/30（火）北島町立創世ホール 3000円

〇明治音楽会 続・西洋音楽がやってきた！

9/4（日）14:00藍住町総合文化ホール 前売3000円

〇徳島で見れない映画をみる会例会

7/１７「由宇子の天秤」

8/２１「カランコエの花」「主婦の学校」

9/１８「メイド・イン・バングラデシュ」

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

事務局

4/11．5/9．6/6 理事会

6/27 「音楽の日」実行委員会２１

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。

参加申し込み・チケット予約は⇒

こどものための事業（こどものための音楽会、

ピアノ物語、出前音楽授業、インリーチ事業、

夏休みのワークショップ）や

地元で活躍している、または出身の奏者の紹

介や応援にも力を入れています。

「文化芸術事業を通した豊かなまちづくり」

の活動にご協力をお願いいたします。

8/7 おんがくの日
４拍子の指揮法をデザインしたロゴ。「出演者、来場者、主催者そして地域の皆さんとの

４つの力を合わせて」の思いを込めました。各地で開催されている「音楽フェスティバル」を

夢みて、当会発足２５周年を目前にまずはプレイベントです。

１０:００ （研修室） １４:３０（視聴覚室） １５:４５（夢ホール）

こどもクラブ
カホンを作ってリズム遊び

こどものための音楽会 石井琢磨ピアノリサイタル

段ボールのカホン作成キットを使い、
絵を描いて組み立て、完成したらリ
ズム遊びを楽しみます。
カホンはペルーの楽器。椅子のよう
に座って叩き音を出します。

とくしま県民活動プラザ助成事業

・ヴィオラ協奏曲第1，第2楽章（テレマン）

・ガボット（バッハ）
・ヴィオラとピアノのためのノットゥルノより第
１楽章（ベートーヴェン）

・幻想小曲集より第１楽章（シューマン）

・ハンガリー舞曲第5番（ブラームス）

・ロマンス作品85（ブルッフ）

・ファウストのワルツ（リスト）
・ウィーンの夜会（グリュンフェルド）他

ゲストを迎え
・アルペジオーネ・ソナタ（シューベルト）

講師はドラマーの田邊勇樹さん
元バンドマンの、YAMAHAドラム講師。
2020年度のこどものための音楽会でピ
アノの川原さんと共に「第九」を演奏さ
れました。

今年12月に
ヴァイオリンと共に
ホワイエコンサート
に出演予定です

山田沙織（ヴィオラ）
阿南市出身。東京
藝術大学大学院
修士課程卒業。
現在ドイツ、ケルン
舞踏大学オーケ
ストラ科在籍。

川原由衣
（ピアノ）

鳴門市出身。「クラシック音楽をより身
近に」との思いで始めたYouTubeが大人
気。すっかり全国的な人気ピアニストで
す。近くで聴くことのできる貴重な機会を
お逃しなく。

７/１６より受付
小学生対象 定員２０名
２５００円（材料費を含む）

４歳より有料（３歳入場無料）
シングル７００円 ペア１３００円
YCC会員５００円

全席指定 未就学児入場不可
一般２０００円 小中高生１０００円
YCC会員１６００円 残席僅かです

その他・・お話会（音楽にまつわる絵本の読み聞かせ）★和室
ストリートピアノや石井さんとの連弾★ホワイエ

キッチンカー（阿南バーガー、スウィーツワゴン、NuuN）、もみじやさんの限定スィーツ、おんがくの日グッズ販売

当日のボランティアスタッフ募集！ スタッフTシャツプレゼント！
高校生や大学生に募集中、会員の皆様も宜しく！事前の打ち合わせ会を7/31（日）10時から予定。


