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2022年度年間ラインナップのご案内

普段着で聴くコンサート 気軽に楽しむ１時間

コンサートホールへ行ってみようよ ！

して持
ち歩
くこ
と
が
可
能

折に
４ッ
、
は
シ
ラ
チ
当

りゅーとぴあ・1コイン・コンサート
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応募券を
お貼りください

11：30開演

「天上の響き
オルガン 」
清水 奏花（オルガン）
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応募券を
お貼りください

11９

Vol.
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Ⓒ中村 紋子

11：30開演

・コンサート20周年企画 連続来場者 ポイント・キャンペーン開催
祝！ １コイン
※詳しくは裏面をご覧ください

「奇跡のハーモニー
声楽アンサンブル 」

500

◎料金：全席自由
円（チケットレス／当日会場にてお支払いください）
◎時間：各回11:30開演（10：45開場）
◎会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 コンサートホール
◎お問い合わせ：りゅーとぴあチケット専用ダイヤル

ⒸA.Muto

025-224-5521（11：00〜19：00／休館日除く）

主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団

企画制作：りゅーとぴあ 事業企画部

りゅーとぴあ・1コイン・コンサート

東混ゾリステン（声楽アンサンブル）
魚谷 絵奈（ピアノ）

りゅーとぴあ・1コイン・コンサート
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応募券を
お貼りください

「華麗な技巧
ヴァイオリン 」
Ⓒ平舘平

応募券を
お貼りください

１
０（月）

３

11：30開演

「神々しい音色
トロンボーン 」
加藤 直明（トロンボーン）
中川 賢一（ピアノ）

土屋 杏子（ヴァイオリン）
正住 真智子（ピアノ）

ⒸShuhei NEZU

「夢幻の響き 箏 」
LEO（箏）
高橋 優介（ピアノ）

1２１
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1２１

応募券を
お貼りください

９（金）

新崎 誠実（ピアノ）
新崎 洋実（ピアノ）

11：30開演

11：30開演

新崎姉妹（ピアノデュオ）

１
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「清楚×凄烈！
ピアノデュオ 」

1２３

Vol.

Vol.

1２３

Ⓒ日本コロムビア

ⒸAyane Shindo

1コイン・コンサート全公演に

★託児所あります★

※要事前申込。詳しくは裏面へ。

応募券を
お貼りください

普段着で聴くコンサート 気軽に楽しむ1時間

りゅーとぴあ・1コイン・コンサート
〜ランチタイム・コンサート〜 202２

2022年度の「１コイン・コンサート」全６回すべてにおいてご来場いただいた方全員に、来年度（2023年度）

祝！

「１コイン・コンサート」において、どの回でもご使用いただける「１コイン回数券（６枚綴りチケット）」を

ポイント・キャンペーン

プレゼントいたします。なお、応募方法は以下の通りです。
❶2022年度「１コイン・コンサート」全６回（Vol.118〜123）すべてに来場。

Vol.

❷毎回配布のプラグラムについている応募券を、当チラシ表面の所定位置に貼る。

▲

１コイン・コンサート
20周年企画 連続来場者

❸応募券６枚を貼った「当チラシ」を、12月24日（土）開催のVol.123公演終了後、
「キャンペーン特設ブース」へ持参。その場で「１コイン回数券」と引き換え。
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応募券
（見本）

上半期

５（金） 「天上の響き
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Vol.

オルガン 」

清水 奏花（オルガン）

11８

６（土） 「奇跡のハーモニー

４

Vol.

●ブルーンス：前奏曲

ト長調

● J.S.バッハ：

オルガン小曲集より
「われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ」

●リスト：

BACHの名による前奏曲とフーガ ほか

フランスのピエール・ド・マンシクール国際オル
ガンコンクールで日本人として初優勝。りゅー
とぴあのオルガンを多彩に演出！

声楽アンサンブル 」

東混ゾリステン（声楽アンサンブル）
魚谷 絵奈（ピアノ）

11９

７（火） 「華麗な技巧

５

Vol.

1２０

ヴァイオリン 」

土屋 杏子（ヴァイオリン）
正住 真智子（ピアノ）

●マスネ：タイスの瞑想曲

●モーツァルト：

アヴェ・ヴェルム・コルプス
●都倉 俊一：あずさ２号

●クライスラー：愛の喜び
● R.シュトラウス：

ヴァイオリン・ソナタより第１楽章

●リューベル：

ジッパ・ディー・ドゥー・ダー

ほか

日本を代表する合唱団「東京混声合唱団」のメン
バーによる声楽アンサンブル。クラシック、歌
謡曲、ディズニーと、奇跡の純正ハーモニーに
包まれる１時間！

ほか

りゅーとぴあのオーケストラ、東京交響楽団の
第１ヴァイオリン奏者。多彩なヴィヴラート、
豊麗な音色、完璧なテクニックの３拍子で聴衆
を大いに魅了！

下半期

９（金）「清楚×凄烈！
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ピアノデュオ 」

新崎姉妹（ピアノデュオ）
新崎 誠実（ピアノ）
新崎 洋実（ピアノ）
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１2（土）「夢幻の響き 箏 」
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トロンボーン 」

加藤 直明（トロンボーン）
中川 賢一（ピアノ）

Vol.

LEO（箏）
高橋 優介（ピアノ）

1２３

●伊藤 康英：琉球幻想曲

●マルタン：バラード

●八橋 検校：みだれ

●ローゼンブラット：

●ガーシュウィン=エルカ−：

●伊福部 昭：日本組曲より

２つのロシア民謡によるコンチェルティーノ

●ホルスト：

組曲「惑星」より 木星

ほか

沖縄発の姉妹デュオ。抜群の一体感により、清
楚で凄烈という相反するコントラストを華麗に
調和。連弾も２台ピアノも楽しめるお得な回！

３つのガーシュウィンメロディ
●イウェイゼン：ソナタよりほか
歴史も古く、
「神の楽器」とすら讃えられてきた
トロンボーン。力強い音色から柔らかで優しい
音色まで、達人が繰り出す多彩な音色と超速ス
ライディングに大注目！ 共演は名手、中川賢一。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の点にご留意ください。 ▼
▶この公演は国および新潟県・新潟市のガイドラインに基づき、客席制限は行わずに開催いたします。
なお、3階席の一部も着席可能エリアとして開放し、より多くの座席から選択できるようにいたし
ます。新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底し、より多くの方が安心・安全に生のコンサート
をお楽しみいただけるよう努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
▶平熱より0.5度以上高い発熱や咳、咽頭痛等の症状のある方は来館・入場しないでください。
▶マスクの着用、手洗い、手指消毒の徹底と、社会的距離の確保をお願いします。
▶次の行動はしないでください
お客様同士の大声での会話、出演者への声掛け（掛け声、ブラボー等）、出演者への贈り物（お花・
お手紙・プレゼント等）、出入り待ち、楽屋訪問。

●沢井 忠夫：鳥のようにほか
「天才」と同時代を生きる喜びを感じられる１時
間。人気TV番組「情熱大陸」にも出演した話題の
箏奏者が、クリスマスイヴに新潟初登場！ ピア
ノは昨年「176（アン・セット・シス）」で当シリーズに
出演し、大好評を博した高橋優介。

コンサートのあとは素敵なランチタイムを
いろいろなサービスが用意されている協力店が
お待ちしています。公演当日をお楽しみに！
※当日配布のプログラムをご覧ください。

託児サービスをご利用ください！

公演日の2週間前までにお申し込みください。
なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
対象／生後6ヶ月以上〜小学2年生まで
託児料／未就学児1人1,000円、小学1・2年生1人1,500円
お申し込み／りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 025-224-5521

※公演日前1週間を過ぎてのキャンセルは託児料と同額のキャンセル料が発生します。

▶当面の間、ビュッフェ、クローク、サイン会は行ないません。ブランケット等の物品貸出も休止
しています。
▶来場時、アンケート用紙に住所、氏名、緊急連絡先等の個人情報をご記入ください。万一、来場者
から感染が確認された場合は、情報を保健所等公的機関に提供いたしますのでご了承ください。
▶社会情勢の変化により、公演内容を変更または中止する場合があります。最新の情報はりゅーと
ぴあホームページ（https://www.ryutopia.or.jp）にてご確認ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

チケットご購入の際のご注意

・この公演はチケットの代わりに、直接1コイン（500円）をお支払いいただく方式です。
ご入場の際はなるべくおつりのないようご用意ください。
・未就学児童はご入場いただけません。託児サービスをご利用ください。
・やむをえない事情により内容、出演者等が変更されることがあります。
・車椅子席は事前にお申し出ください。

難聴者赤外線補聴システム／予めお申し出ください
・お申し込み先／りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 025-224-5521

