
4月17日
108名入場

ハープとマリンバのファミリーコンサート 要望の多かったファミリーコンサートを企画。

5月31日
250名招待

小中校生のためのインリーチ事業
徳永真一郎（ギター）

会館と並び主催で開始。あわ文化創造支援金助成

6月13日
144名入場

第10，11回ロレアコンサート 中止となった昨年分と合わせて開催。全出演者による演奏を加えた。

8月8日
15名限定

こどもクラブ
チョークアートワークショップ

講師・鈴木麗子

8月8日
70名限定

こどものための音楽会～スイミー フルート、オーボエ、ピアノの演奏 コロナ対策で３歳からの入場

8月28日、29日
131名参加

第22回みんなでピアノ物語
花束は受付で出演者に各自取ってもらい、集合写真は取りやめ。舞
台裏アナウンスに変更、座席の除菌など感染症対策を行った

9月4日
235名入場（50％制限）

陸上自衛隊第14音楽隊演奏会 電話とウェブで予約受付をした。全席指定、チケットレスで開催

9月10日
中止

小中高生のためのインリーチ事業
石井琢磨（ピアノ）

コロナ感染状況が厳しく中止。出演者のメッセージ動画を招待予定
だった羽ノ浦小学校へ送る

10月1日
24名参加

歌のワークショップ
講師・山中雅博 感染症対策のためホールで間隔を取って実施
とくしま県民活動プラザ助成

11月7日
137名入場

みんなでピアノ以外物語とファミリーコ
ンサート「ピーターとおおかみ」

ピアノ以外出演者減のため、ファミリーコンサートを加えて実施。同
時開催の学童展が中止であったが、予想を超えた入場があった。
木管五重奏と打楽器による音楽物語を実施。

11月20日
75名限定

ホワイエコンサート 琵琶（成川美佐） 平家物語や琵琶のための現代作品。琵琶は夢ホール初登場

12月12日
4組出演 70名入場

クリスマスライブ 出演団体の減が引き続きの課題

12月19日
14組出演 197名入場

第19回夢ホールコンサート
控室の人数制限があり、出演者の移動に課題。久しぶりにコーラス
が出演した。阿南出身のピアニストとのアンサンブルが初出演

1月22日
75名限定

ホワイエコンサート 松岡貴史（作曲家）
音楽を深める愉しみと題して、ショパン「幻想即興曲」を中心に作曲
家による演奏とお話

2月20日
553名

小林愛実ピアノリサイタル
会館、徳島新聞社との並び主催で実施。ショパンコンクール4位入賞
し、チケットは即日完売した。、

2月26日
40名入場

こどものための音楽会
ヴィアベルカルテット

弦楽四重奏の演奏。満席にならなかったが、聴く機会の少ないクラ
シック曲の演奏を継続していきたい

3月19日
80名限定

ホワイエコンサート ソプラノ（小川典子）
今年度のホワイエコンサートはすべて満席
ユニセフウクライナ緊急募金を行った

夢ホール市民協議会夢つくりあなん この一年(2021年4月～2022年3月)

夢ホールコンサート出演者によるアウトリーチ 「小学校音楽室 出前授業」

1月26日 中止 新野小学校 2，3，4年生35名 鈴江早都子（フルート） 五藤千奈（オーボエ） 大川安希葉（ピアノ）

2月24日 中止 岩脇小学校 4年生 30名 井手端聡(クラリネット) 梅本敏行(ピアノ)

4月8日 今津小学校 4年生15名 森基之（ヴァイオリン） 森由美（ピアノ）

企画協力した事業 ●4/8 パントマイム ●6/1 徳永真一郎ギターリサイタル ●8/4 幣隆太朗コントラバスリサイタル
●1/10 佐藤宏樹クラリネットリサイタル
運営協力の事業 ●1/31 阿波人形浄瑠璃中村園太夫座公演

会員 2020年度 2021年度

正会員 50 52

賛助(個人） 18 43

賛助(法人) 15団体17口 17団体19口

会費収入 418

文化事業収入 3,371

人材育成事業収入 31

寄付金 161

助成金 152

雑収入 15

収入合計 4,148

文化事業費 2,477

人材育成事業費 115

通信費 147

事務所家賃 36

印刷消耗品 11

事務員手当 390

予備費 283

支出合計 3,441
差引 前期繰越 繰越

707 253 960

●会員数について ●経費について (見通しです。詳細は5月総会資料をご覧ください） (単位：千円)

定期総会は5月23日（月）19:00

富岡公民館和室
正会員へは改めて通知いたします
賛助会員もご参加いただけます

会員を募集中
まちを文化で
豊かにしよう

■小中高生のためのインリーチ事業を
初開催
質問や突然のリクエストに応えるなど、和や
かな雰囲気で実施。

■ロレアコンサート 2年ぶりの開催
全出演者によるアンコール

■こどものための音楽会

■ホワイエコンサート
作曲家によるショパン作品の魅力のなぞ解き、
琵琶の初登場、ソプラノという3つのプログラム
で実施。いずれも予約で満席となった。

■小林愛実 ピアノリサイタル

■夢ホールコン
サート出演者によ
るアウトリーチ
音楽の出前授業
コロナ感染症の影
響で体育館に変更
して実施。

■ファミリーコンサート 音楽物語「ピーターとおおかみ」

■夢ホールコンサート

■ハープとマリンバの

ファミリーコンサート



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No90 2022年4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一緒に

知恵と力を出し合い、市民の専門的な知識、経験を加味

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■催し物の企画運営に参加

ボランティアスタッフ登録会員 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、いつもボランティアスタッフを募集しています。

■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 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

◆志満や運送 ◆寝装ランド杉原

◆菅原電機(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) ◆中村園太夫座 ◆吉田歯科医院

◆(医)マイトリー会島内科眼科医院

イエロー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！買い物の1％が寄付されます。
今回は38600円のご寄付をいただきます

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。

2022年度 チケット・スケジュール

8/7 音楽の日・こどものための音楽会

山田沙織（ヴィオラ） 阿南市出身

愛知県立芸術大学、東京藝術大学大学

院修士課程を卒業。現在は、ドイツのケル

ン音楽舞踏大学オーケストラ科にて研鑽

を積む。※会員先行6/16（木） 一般発売6/18（土）

8/7 音楽の日・石井琢磨ピアノリサイタル

鳴門市出身。東京藝術大学卒業。 ウィー

ン国立音楽大学最優秀で修了。2016年

ジョルジュ・エネスク国際コンクールピア

ノ部門第2位受賞。

※会員先行6/16（木） 一班発売6/18（土）

11/17 アレクサンデル・ガジェブ ピアノリサイタル

2015年浜松国際ピアノコンクール優勝・聴衆賞

2020年ショパン国際コンクール第2位・ソナタ賞受賞

※会員先行9/1（木）

一般発売9/3（土）

2/11 上原彩子ピアノリサイタル

チャイコフスキー国際コンクールピアノ部

門にて日本人として初めて、また女性とし

ても世界で初めての優勝。

※会員先行12/1（木）

一般発売12/3（土）

いずれも10時からです

＊一般発売の2日後10時よりからウェブ受付開始。

（購入方法）

●会員先行・・・ 電話または事務所にて

電話予約後 10日以内に購入下さい

会員割引料金はご本人のみに適用

●一般販売・・・ 書店、会館等プレイガイド、当会事務所

予約の場合は 10日以内に購入下さい

振込の場合は、確認後チケットを郵送いたします

ラインでお友達❢⇒

5/15（日）14:00 コスモホール

フルートと歌のファミリーコンサート
澁谷華奈子（フルート） 真鍋美恵（ソプラノ）
中山知彦（バリトン） 三村加奈（ピアノ）

花・待ちぼうけ・浜辺の歌・落葉松・
見上げてごらん夜の星を・愛の挨拶・きらきら星変奏曲
ブラームスの子守歌 ほかを演奏します

3歳から入場可、小学生から大人も700円
YCC会員は500円

★ホワイエコンサート、こどものための音楽会、ファミリーコンサー
トでは出演者・企画の公募を始めました。その第1号がフルートの
澁谷さんです。相談を重ねてフルートと歌の演奏会を作ってくださ
いました。穏やかな音色をご家族でお楽みいただけます。

4/17（日）14:00 コスモホール

森の室内合奏団演奏会
徳島出身の作曲家森亮平氏を中心としたアンサンブル。
有名オーケストラ所属するなど東京を中心に活躍中の演奏者
たち、至極のアンサンブルをお楽しみいただけます

クスっと笑える不思議なクラシックコンサートです。

音楽物語「泣いた赤鬼」他を演奏。未就学児入場可、
幼稚園児さんにもお勧めです。

一般2000円 小中高生1000円 YCC会員1600円

2018年に「アンサンブルめがね」という名でコスモホールに出演しました。

★小編成の室内楽は各楽器奏者の技量が光ります。
徳島では数少ないチャンスです。お聞き逃しなく

６/12（日）14:00 夢ホール

第12回ロレアコンサート
夢ホールコンサートで来場者から選ばれた「オーディエンス賞」受賞者、
理事会推薦を受けた2組の奏者による演奏会
二人のヴァイオリニストが登場します。
★聴く機会の少ない 二本のヴァイオリンのための作品も。
貴重なプログラムです。お聞き逃しなく。

未就学児は入場いただけません。小学生以上500円
YCC会員は無料

森基之（オーディエンス賞受賞）
都築知恵子（理事会推薦）


