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※車椅子席での鑑賞をご希望の方はお問合せください。※新型コロナウィルス感染予防対策へのご理解、ご協力をお願いいたします。
※全公演、お客様同士の間隔を空けず、座席を販売（受付）いたします。ただし、感染拡大状況によっては、変更の可能性がございます。※曲目・出演者は一部変更になる場合がございます。

：1階芸術文化ホール	
	 メインホール1F メイン ：1階芸術文化ホール	

	 サブホール1F サブ ：1階芸術文化ホール	
	 ギャラリー1F ギャラリー：出演 ：曲目・内容 ：友の会会員先行販売先行 ：一般販売一般 ：受付日受付

11:00
10:30

親子で
楽しむ

開演
開場

1

14:00
13:30

大人が
楽しむ

開演
開場

2

1F サブ
おとな1,000円
こども500円　

（全席指定・税込）

公演時間	約30分

公演時間	約60分
※未就学児入場不可

※0歳から入場可

みんなの音楽会Vol.3　鵜木絵里＆中川賢一 
①親子で楽しむ②大人が楽しむ

バリアフリーコンサート

©深谷義宣 aura.Y2 ©Mika Oizumi

※		①公演当日までセブン-イレブンにて、チケットのお引き取りをお願いいたします。
※		②予約日を含め、8営業日以内にお支払、チケットのお引き取りをお願いいたします。

満員御礼

2023

3. 18

来て見て聴いて、楽しみ方は十人十色！
クラシック

●鵜木 絵里さん、中川 賢一さんインタビュー
——バリアフリーコンサートに対しての想い
を聞かせてください。
鵜木　このバリアフリーコンサートって、自
分にとってはすごく衝撃的な演奏会だったん

です。思い込みがあったんですよね。どこかで「耳が聞
こえない＝音を楽しめない」のではないかっていう。だ
けど、この企画を実際にやってみて、「自分の思い込みは
違ったんだな。」という印象を受けました。今の皆さんを
取り巻く環境の中で音を楽しむことについて、演奏者も
意識を変えたし、このチラシを目にした方も意識を変え
て、「自分はあまりよく聞こえないから」「小さな子どもが
いるから」とか、そうではなくて。もっと自由に楽しめ
るんだな、と実感したコンサートでもありますので、ぜ
ひそれを皆さんにも感じて欲しいと思いました。
——バリアフリーコンサートの見どころは？
中川　今回のプログラムは、動いてもいいよというアピー
ルも含めて、手遊びなどを入れて一緒に楽しめるように
しています。絵本もポイントで、ストーリーはシンプル
なんですけど、音楽と合わせると途端に絵にリズムが出
てくるというか、そういうところをまた楽しんでもらい
たいですね。そして、その絵本を「家で読んで」と子ども
が言ってくれたら、なお嬉しいです。“大人が楽しむバ
リアフリーコンサート”の方の絵本「100万回生きたねこ」

は、すごくいろんな捉え方がで
きる絵本だと思います。例えば
子供が読んだときと、40,50歳
の人が読んだときと、70歳くら
いの人が読んだときと、多分捉
え方がずいぶん違うのではない
かと。来ていただく皆さんに新
しい楽しみが見つかるコンサートです。
——どんな方にご来場いただきたいですか？
中川　僕がぜひ来て欲しいのは、コンサートに行ったこ
とのない人です。初めてだからこそ、このコンサートを
お勧めします。なぜなら、聴き方は皆さんとても自由な
ので。我々も自由に聴いているということに関して、む
しろ喜んで演奏しますので。コンサートデビューってい
うのは、よく子どものコンサートの宣伝に使われること
はあるんですけど、大人でも、初めてコンサートにいく
人もいますよね。今回は特に様々な方が来るので、本当
にどんな方でも、気軽に会場に入れます。だからと言って、
内容が初心者向けというものに限らないのが本当にオス
スメするところ。どんな方にも間違いなく楽しんでいた
だけると思います。
鵜木　きっかけは何でもいいんです。チケットのお値段
でもいいですし、チラシの絵がかわいいわね、でもいい
ですし、お父さんちょっと最近耳が遠くなってきている
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ハンディキャップのある方も、そうでない方も、誰もが楽しめるバ
リアフリーコンサート。アットホームな空間で自由な聴き方ができ
ます。「音楽を聴く」以外の新たな発見が見つかるかも？

鑑賞サポート

※		その他、不安なことや心配なことがござい
ましたらお電話にてご相談ください。

■ 客席の照明は完全に暗くなりません
■ 	公演中の休憩スペース	
（カームダウンスペース）あり
■ UDトークによる文字支援
■キッズクッション貸し出し

■手話通訳あり
■ 難聴者支援システム貸出
■点字プログラム配布
■ 筆談器の用意
■ 補助犬入場可
■車いすも良席にてご案内
■ ベビーカーのまま入場・鑑賞可

※ 3歳未満のお子様の膝上鑑賞は無料（保護者1名につきてお子様1名）。ただし、座席が必要な場合は有料（ベビーカー席含む）。

Eri Unoki

鵜木絵里（ソプラノ）中川賢一(ピアノ)

★ �一般席、ベビーカー席（午前の部）、車いす席（午後の部）、同行者席の	
ご用意がございます。

①�親子で楽しむ　3.18(土)	11:00開演
	 	　音楽×絵本　ねないこだれだ、にゃんにゃん
	 	　歌　春の小川、やぎさんゆうびん、ぞうさん、美女と野獣		ほか
②���大人が楽しむ　3.18(土)	14:00開演
	 	　音楽×絵本　100万回生きたねこ
	 	　歌　早春賦、サウンド・オブ・ミュージック　ほか
	 	　ピアノ 　亡き王女のためのパヴァーヌ　ほか



ジャズ

2023

6. 25
16:00
15:15

1F メイン

開演
開場
公演時間	約120分

※未就学児入場不可

一般	7,000円
一般

（全席指定・税込）

世界のナベサダ！やまとに登場

SADAO WATANABE 
GROUP 2023

親子で楽しむジャズコンサート。デビューしよう！

Kids meet Jazz！ 
スペシャルコンサート 
with 横山だいすけ

日 日

けれど連れていってみようかしら、みたいな。うちの子よく泣く
からって心配な親御さんも、ぜひこちらの公演に来て欲しい。可
愛い絵本も用意していますし、絶対に楽しめます。午後の “大人
が楽しむバリアフリーコンサート ”は大人向けっていう風にして
いるけれど、小学生から大丈夫なので、ご家族で来ていただきた
いです。
——鑑賞サポートについて、気になるものはありますか？
鵜木　UDトークは今の時代にマッチしているなと思いました。
今って TikTok とかインスタとか、喋っていることが全部文字で
バンバンって出てくるんですよね。私たちの世代だと、ある時か
らテレビにテロップがすごく流れ出しましたよね。お笑い番組で
も何でも。文字を追うということは、みなさん慣れていると思う
んです。そういう意味で、ただ演奏したり絵本を読んだりするだ
けではなくて、言葉の内容理解という意味でも、ググッと深まる
んじゃないかと思います。UDトークっていう言葉で出されちゃ
うと、なんだろう？と思うかもしれないけど、実際に足を運んで
見てみると、意外と身近にあったな。と感じると思います。
中川　毎回、毎回サポートが増えてブラッシュアップしている

んです。次は
何が起こるん
だろうってね、
演奏者として
も、とても楽
しみです。た
とえば難聴の
方は、手話と
UD ト ークの
文字支援で両
方活用できる

とか、難聴者支援システムも骨伝導ヘッ
ドホンや補聴器を補助するシルエット
インダクター型のイヤホンなど、いく
つかの選択肢が増えてきています。骨
伝導システムは実は我々もどうやって
聞こえるのか実際に試してみました。
みなさんにどう届いているのか考えな
がら演奏していますし、演奏者側として、心構えをしっかり持っ
て、演奏しています。いろいろな鑑賞サポートによって、非常に
アットホームで、演奏者の体温を感じるような聴き方ができると
思うので、ぜひ皆さんご期待ください。
——みなさんにメッセージをお願いします。
中川　音楽って、まだまだ分からないことが本当にたくさんある
んですよね。「なんでこの曲にこんなに感動するんだろう？」とか。
それはやはり、どんな良いオーディオを使っても、機械から聞こ
えるものは、機械を通した音に聞こえる。それに対して、生の音楽っ
ていうのはそうじゃない。本当に分からないミステリーの中で生
きているわけです。だけどそこで何かを得るっていうのは、これ
はすごく神秘的で面白いことで、ぜひそれを実際に会場で感じて
ほしい。そういうことが捉えにくいって方のためにも、たくさんの
サポートがあって、どんな方でも楽しめるので、みなさんに来て
いただけたら幸いです。
鵜木　ただ音を聴くとかじゃなくて、コンサートで生の音楽を感
じてほしいですね。そして、私たちと一緒に、その空間を共有し
ましょう。絶対に楽しくなりますし、誰も置いて
いかない。みんなで一緒に楽しむんだと思って、
私たちもサポート体制を整えていますので、迷っ
ている方がいたら、楽しい時間をぜひ共有しに来
てほしいなと思っています。

インタビューの
全容はこちら

14:00
13:15

1F メイン

開演
開場
公演時間	約60分

※3歳未満入場不可
（全席指定・税込）

おとな3,500円
こども	1,500円

（3歳～中学生以下）

ジャズ

2023

7. 23

今年で90才を迎えたジャズ界のレジェンド・渡辺貞
夫によるジャズ・ライブ。ジャズの枠に留まらない
独自のスタイルで、国内にとどまらず、世界を舞台
に活躍する「世界のナベサダ」が大和に登場！

「だいすけお兄さん」をスペシャルゲストに、本
物の音楽、英語やタップダンスなど、楽しさ満載
の、はじめてのジャズ体験～「キッズ・ミート・
ジャズ」が開催決定！親子で一緒に、コンサートデ
ビューはこれで決まり！

渡辺貞夫(アルト・サックス)、小野塚晃(ピアノ、キーボード)
養父貴(ギター)、須川崇志(ベース)、竹村一哲（ドラムス)
ンジャセ・ニャン(パーカッション)

2023.3.25（土）10:00
※一般発売の初日はインターネット、
	 電話のみの取り扱いです。

一般 2023.4.22（土）10:00
※一般発売の初日はインターネット、
	 電話のみの取り扱いです。

一般

2023.3.22（水）10:00
※ネットのみの受付。電話、窓口での受付は行いません。

先行 2023.4.19（水）10:00
※ネットのみの受付。電話、窓口での受付は行いません。

先行

アーヴィン・ホマ・アヤ（歌）、宇川彩子（タップダンス）
田中邦和（サックス）、竹内悠馬（トランペット）
竹田麻里絵（ピアノ）、佐藤慎一（ベース）、小山太郎（ドラムス）
スペシャルゲスト：横山だいすけ（歌）
ドレミの歌、線路は続くよどこまでも、小さな世界、さんぽ	他

※友の会会員先行は一般発売の前日18:00までの受付となります。	※車椅子席での鑑賞をご希望の方はお問合せください。	※新型コロナウイルス感染予防対策へのご理解、ご協力をお願いいたします。
※全公演、お客様同士の間隔を空けず、座席を販売（受付）いたします。ただし、感染拡大状況によっては、変更の可能性がございます。	※曲目・出演者は一部変更になる場合がございます。

発売迫る！
発売迫る！

Ken'ichi Nakagawa



1階芸術文化ホール	
メインホール1F メイン 1階芸術文化ホール	

サブホール1F サブ 1階芸術文化ホール	
ギャラリー1F ギャラリー 3階

マルチスペース3F マルチ出演 曲目・内容 友の会会員先行販売先行 一般販売一般 受付日受付

展示
時間
※土・日・祝日は
　19時まで開場

2023

3. 18
3. 26

土

日

1F ギャラリー
無料（要事前申込）

ダンボール恐竜がやまとにやってくる！

造形作家 玉田多紀展  
ダンボール恐竜の世界

展示
時間

2023

3. 19 日

1F ギャラリー
無料（要事前申込）

作家本人からお話が聞けるギャラリートーク！

玉田多紀の
ギャラリークルーズ

10:00

アート

●玉田 多紀さんインタビュー
——ものづくりを始められたきっかけについて
教えてください。
玉田　物心が付いてから、何かを作るという
ことが好きで、将来は美術の道へ進みたいと
思い、美術大学に進学しました。座って絵を
描くことよりも、少し体を動かすような作り
方が自分に合っているかなと思い始めたこと
が、素材に行きつくきっかけになりました。

——ダンボールで恐竜や動物をつくろうと思ったきっかけ
を教えてください。
玉田　油絵を学ぶ中で、様々な画材を試し、最後は枝や
木の実、落ち葉などの身近な自然の素材を取り入れまし
た。その延長として、自然素材の雰囲気を保ちつつ、思い
通りの形がすぐに作れる素材がダンボールでした。折る、
ちぎる、貼るという手遊びから作ることができるダンボー
ルの素材は自分に合っていると思いました。
資材を作品化するには「命あるもの」が良いと思い、「動物」
を作り始めました。ただ、「動物」は実在しているので、もっ
とイメージを取り込みつつリアルに作りたいと思い、行
きついたのが恐竜です。恐竜は骨が発掘されている現実
味と、姿形は人が想像した部分の両方を備えていて、そ
こが他の生き物にはない魅力だと感じています。
——ダンボールの魅力や、作品を生み出す楽しさ、面白さ
について教えてください。
玉田　柔らかいのに強度があり、重すぎないという、色々
な素材の良い面を持ち合わせています。また、特別な道
具がいらず、手遊びに似た感覚ですぐに作れるところが
魅力と面白さです。ダンボールは、今やどこの家にも1箱

はあるという身近で親近感が湧く素材だと思います。作
るだけでなく展覧会で、作品を見た人の驚きや笑顔も含
めて「作る」ことと考えています。
——展示の見どころや、皆さんへのメッセージをお願いい
たします。
玉田　小さな子どもの目線からも楽しめ、「面白そうだか
ら行ってみよう」「作品を見て、自分でも作りたくなった」
という展覧会にしたいと思います。是非会場で「体感・体
験」してください。
「ものづくり」は、自分の考えや力を信じて、自分で答え
を出すことにもつながると思います。人
間に必要な力とも言える「自分で考える」、
「自分で作る」、「自分で答えを出す」とい
うことを、作品を見た後に感じていただ
けると嬉しいです。

生
き
物
た
ち
の
迫
力
を

体
感
、
体
験
！

「これがダンボールでできているの？」と思わせ
る生き物たち―。ダンボールから生まれた独特な
質感を持つ恐竜や生き物の数々が、ギャラリー
に登場！「恐竜はどのくらいの大きさなんだろ
う？」、「この動物はどうしてこんな表情をして
いるんだろう？」と想像をふくらませながら、躍
動感あふれる生き物たちの姿を、ぜひ体感してく
ださい！

玉田多紀（造形作家）

2023.4.22（土）10:00
※一般発売の初日はインターネット、
	 電話のみの取り扱いです。

17:00

インタビューの
全容はこちら

10:30

トーク
イベント

制作秘話から会場の作品の見どころまで、造形
作家本人から聞ける貴重な機会！こどもから大
人までお楽しみいただけるトークイベント。

11:30

ギャラリートーク
玉田多紀

受付中

満員御礼

Taki Tamada

Ken'ichi Nakagawa



チケット購入（ネット予約）のお支払方法が増えます！

開始時期

NEW

2023年
3月22日（水）

おし
らせ

おし
らせ

※		①公演当日までセブン-イレブンにて、チケットのお引き取りをお願いいたします。
※		②予約日を含め、8営業日以内にお支払、チケットのお引き取りをお願いいたします。

R e p o r t  &  C o l u m n

小学生の新たな挑戦。“あこがれ”をステージで実現！
小学1-3年生の未経験者が対象のワークショップ「あこがれのバレエを初体験！」。
有名なバレエ作品「くるみ割り人形」に合わせて、難しいステップやフォーメーショ
ンを習得しました。全5回のワークショップ最終回はメインホールで一般のお客様
に向けた成果発表として実施。このワークショップで、がんばる力、やりぬく力を
身に付けました。

1/18 やまと寄席 ～特別編～「落語のいろは」

2/26 あこがれのバレエを初体験！

時代を超えて…ホールで出会う江戸の文化
引地台小学校の4～5年生に向けて実施した、学校プログラム。
大和市出身の落語家・柳家あお馬さんによる落語や、普段なかなか
見る機会のない紙切りを鑑賞し、子どもたちは大喜び。授業で学んだ
落語「寿限無」等を実際に会場で鑑賞し、日本の伝統文化に触れ、生
だからこそ味わえる至芸の楽しみ方を学ぶ、貴重な機会となりました。

新たなラインナップ公開！

来月から新年度を迎え、新
たな自主公演も企画してい
ます。クラシック、ジャズ、
子ども向けコンサート、声
楽、雅楽、朗読劇等様々
なジャンルの公演、ワーク
ショップ、講座を開催いた
します。また、下記の QR
コードよりアンケートを実
施しています。今号につい
ての貴重なご意見をお待ち
しています。

ホールスタッフの
あれこれ日記

ご意見は
こちらから

友の会　
会員募集！

※		駐車場の収容台数は限りがございます。公共交通機関でのご来場	
	 をお願いいたします。

○小田急江ノ島線・相鉄本線	大和駅から徒歩3分

この情報は、3月10日現在のものです。新型コロナウィルス感染拡大防止のため、公演情報が変更になる場合がございます。最新の情報は、お電話またはホームページにてご確認ください。

入会金・年会費無料で様々な特典が受けられる
「やまと芸術文化ホール友の会」。入会方法、	
特典内容などお気軽にお問い合わせください。

○	チケットは予約日を含め、8日以内にお引き取りください。
○	手数料等はお客様の負担となります。
○	公演中止を除く、予約後のチケットの変更・取り消しならびに、
	 ご購入後のチケットの変更・払い戻しはできません。
○	車椅子での鑑賞をご希望の方はお電話でお問合せください。
○	一般発売の初日はインターネット・電話のみの取り扱いです（窓口販売なし）。
	 電話予約・インターネット予約ともに10:00からとなります。
○	友の会会員先行は、インターネットのみの取り扱いです。

公演によってチケット
の販売方法が異なりま
す。各公演のチラシで
ご確認ください。

ホールの運営情報や主催事業の 
メイキング、リポートなどを発信中！

やまと芸術文化ホール　
SNS公式アカウント

チケット取扱い

〒242-0016	神奈川県大和市大和南一丁目8番1号
https://www.yamato-bunka.jp/

大和市文化創造拠点シリウス

やまと芸術文化ホール チケットデスク

ネット予約

電 話 予 約

窓 口 販 売

https://www.yamato-bunka.jp/hall/		(24時間受付)
①クレジットカード ②セブンイレブン店頭お支払方法

046-263-3806（9:00〜18:00）
①ホール事務室
	 （現金のみ）

②セブン-イレブン店頭お支払方法

現金のみお支払方法
1階ホール事務室（9:00〜18:00）

※	ネット登録のみ。
	 窓口でのご入会はできません。

1会員
特典 チケット先行発売 2会員

特典 メールマガジン配信

入会はこちら Instagram facebook

インターネットでチケットを購入した場合、「セブン-イレブン店舗」での支払いに加え、「クレジット
カード支払い」が出来るようになります。クレジットカードでの支払いをされたお客様は、公演当日までに
セブン-イレブンでチケットをお引き取りください。

お支払方法：セブン-イレブン店舗	（現金・クレジットカード） お支払方法：①クレジットカード　　　　			②セブン-イレブン店舗

詳細はホームページにてご確認ください。

※		チケットは予約日を含め、8営業日以内にお支払、
お引き取りをお願いいたします。

※		手数料等はお客様のご負担となります。店舗での引き取りの際に、別途お支払いください。
※		セブンイレブン決済手数料165円、発券手数料1枚につき110円。

今まで

変更点

3月22日以降の ネット予約 の ネット予約


