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●芸術文化センター  http://www.gcenter-hyogo.jp
●イープラス  http://eplus.jp　●チケットぴあ  http://pia.jp/t/　●ローソンチケット  http://l-tike.com

発売日

3/6
※窓口での販売（残席ある場合）は より3/7チケット

予約

（中学生以上）おとな 2,500円
＊３歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。＊膝上でのご鑑賞はご遠慮ください。

  1,000こども（3歳～小学生） 円（税込／全席指定）5/52021 ［水・祝］2：30pm開演（1：30pm開場）
公演時間
約60分
（休憩なし）

日

土

芸術文化センターチケットオフィス
10：00am-5：00pm
月曜休み※祝日の場合翌日

ご予約・お問合せ 0798 -68 -0255〒663－8204 兵庫県西宮市高松町2－22  阪急西宮北口駅南改札口スグ／ＪＲ西宮駅より徒歩１5分（阪急バス7分）

こどもの日
みんなそろって
コンサート

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ

♪対象３歳以上!!

♪子どもから大人まで楽しめる
　本格的クラシック
♪休憩なしの１時間

今年も5月はこのコンサート！
みんなで楽しく音楽と

ふれあいましょう！

休園のお知らせ

気分はアナウンサー?!
「かげアナウンス」体験者募集！

楽器たいけんコーナー は「音の動物園」

対象：小学生以上 
☆詳しくは裏面をみてね☆

コロナ感染症防止対策のためお休みします!

８人なのに
オーケストラの
音がする！

♪すみれの花咲く部屋…デーレ＝宮川彬良

♪剣の舞（バレエ『ガヤネー』から）…ハチャトゥリアン
♪四羽の白鳥の踊り（バレエ『白鳥の湖』から）…チャイコフスキー

♪ユーモレスク…ドヴォルザーク
♪楽興の時…シューベルト

♪赤とんぼ…三木露風/作詞 山田耕筰/作曲

♪組曲『屋根の上のバイオリン弾き』から…ボック
 ＜トラディション～サンライズ・サンセット～ボトル・ダンス＞

♪幸せのリズム…ヒビキ・トシヤ/作詞 宮川彬良/作曲

アンサンブル・ベガ名物・音符の国ツアー

こどもの日特別授業！～音楽は国語だ！歌から見えること～

日こどもの

《チケットご購入のお客様へお願い》  新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします。
※芸術文化センターでの販売は、来場者情報把握のため、先行予約会員に登録いただける方に限定させていただきます。チケットのご購入はお一人様4枚までとさせていた
だきます。※入場者数を制限して販売する場合があります。※37.5℃以上の発熱がある方は入場をお断りさせていただきます。※マスクを着用されない方はご入場いただけ
ません。（マウスシールド不可）※感染の再拡大等により、公演の中止や、出演者、公演内容、座席配置等が変更となる場合がございます。

ご来場前にウェブ
サイト掲載の〈当セ
ンターをご利用の
お客様へ〉をご確
認いただきますよう
お願いします。

※やむを得ない事情により、出演者・曲目等が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 主催：兵庫県、兵庫県立芸術文化センター
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宮川彬良＆アンサンブル・ベガ

こどもの日スペシャル♪♪
３歳からの
クラシック

こどもが主役の「こどもの日スペシャル」!
音の魔術師・アキラさんとアンサンブル・ベガがお贈りする

スペシャルコンサートです。
超一流の音楽と楽しいトークであっという間の一時間。

かぞくみんなと音楽であそぼう♪
音楽の喜びに満ちあふれた大きなホールでとっておきの時間を過ごそう！

応募資格

募集人数
応募方法

2021年5月5日（水・祝）「宮川彬良＆アンサンブル・ベガこどもの日スペシャル♪｣ の
入場券をご購入された、小・中学生。
若干名（※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。）
官製はがきに以下の点を明記の上、お申し込みください。
①体験を希望される小・中学生の名前（ふりがな）・年齢（学年）
②保護者の名前　③郵便番号、住所　④電話番号　
⑤購入されたチケットの座席番号　⑥応募理由

2021年4月13日（火）※当日消印有効〆切
〒663-8204 西宮市高松町2番22号　
兵庫県立芸術文化センター事業部「影アナ体験希望」係

応募先

★影アナウンスたいけん募集★

あなたの声がお客様の案内役。「影アナ」体験してみよう！
コンサートの前に、会場のお客様に向けて
注意事項などをお知らせする、通称「影アナ」。
そんな影アナを体験したい！という小・中学生を募集します。

（注）当選者には４月下旬頃までに封書にてお知らせいたします。お電話での抽選結果のお問い合わせには応じられません。
影アナ体験に当選された方は当日早目に集合していただく予定です。入手した個人情報は抽選及び当選されたお客様への
ご連絡のために使用し、他の目的には一切使用いたしません。

お父さん、お母さん、
保護者の方へお願い

大人の皆様は、子どもさんへコンサートを楽しく聴くマナーのお手本を見せてあげてくださるよう、お願いいたし
ます。演奏中、お子さんがじっとしていられなくなったりしたら、そっと注意してあげてください。 
※係員が注意させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

アキラさんとベガのみんなが楽器をえんそうしているときは、お話ししたり、たちあがったりしないで、せきにすわって
しずかにきこうね。そうすれば、アキラさんたちが音楽でみんなにとどけたいメッセージがきこえてくるよ！アキラさん

＆ベガの

コンサート
を

100倍楽しむ
方法！

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ

辻井 淳（1st ヴァイオリン）

三上 亮（2nd ヴァイオリン）※客演

馬渕 昌子（ヴィオラ）

宮川彬良（音楽監督、作・編曲、ピアノ、トーク）

近藤 浩志（チェロ）

新 眞二（コントラバス）

鈴木 豊人（クラリネット）

星野 則雄（ファゴット）

池田 重一（ホルン）

響 敏也（構成・台本）

http://www.office-vega.net/

1997年結成。阪神・淡路大震災で心沈んだ人々が、明るい笑顔を取り戻すことを願い、兵庫県宝塚市・ベガ・ホールで

生まれた。作・編曲、ピアノ、トークを担う宮川彬良と各オーケストラ首席奏者ら8名により構成されている。

03-10年には宮川彬良がレギュラー出演したEテレの音楽番組「クインテット」の演奏を担当した。「玄人好み」とされる

室内楽のコンサートでありながら、“アキラさん”によるユーモアあふれるトークと、不動のメンバーが誇る表情豊かな

アンサンブルが紡ぐステージは「まるでエンタテイメント・ショーを見ているよう」「8人なのにオーケストラの音がする！」

と、ビギナーから熱烈なリピーターに至るまで、幅広い層から支持を集めている。

05年「坂井時忠音楽賞」、10年「兵庫県文化賞」等を受賞した。

これまでに3枚のアルバムとライブDVD1枚をリリースしている。
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