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錦織 健 & 荘村清志 
デュオ・リサイタル
ジャンルを超えて活躍する人気テノール·錦織健と日本を代表す
る実力派ギタリスト·荘村清志による、歌とギターの共演。ア
コースティックでシンプルな音色をやさしく響かせます。初夏
の暑さも忘れる、癒しのハーモニーをお楽しみください。

2022

7.18
14:00
13:15

公演時間 120分
1F メイン

開演
開場

月·祝

珠玉の音色に酔いしれる贅沢なひととき
心にしっとりと染み入る名曲揃いのコンサートです

大和市文化創造拠点シリウス や ま と 芸 術 文 化 ホ ー ル

夏
Vol. 21
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ぴたりと合う二人の呼吸も演奏の一部として聴き入ってし
まうほどに、繊細で上質な生音を味わえるのはコンサートホールなら
ではの醍醐味です。「生」にこだわる贅沢なプロの演奏に魅了される
こと間違いなし。ダンディな雰囲気で、実は茶目っ気たっぷりなお二
人のトークも必見です。

みどころ

S席 3,500 円
A席 3,000 円

（全席指定・税込）
※未就学児入場不可

クラシック

錦織 健（テノール）、荘村 清志（ギター）
アルハンブラの思い出（ギター・ソロ）、花は咲く、グラナダ  ほかVIEW ●錦織健さん インタビュー

——荘村さんと過去に何回か共演されていらっ
しゃるとお聞きしています。
錦織　はい。結構やっているんです。荘村さん
とは仲が良いんです。

——やまとでのプログラム構成はどのように考えていらっ
しゃるのでしょうか？
錦織　荘村さんのソロと私の歌で構成して、日本の歌あり、
バロック的なものあり、ラテン系ありという内容です。
——今回演奏予定の「花は咲く」は錦織さんのご提案でしょうか？
錦織　花は咲くは個人的に、リサイタルでよく歌う曲です。
僕の歌うキーが、通常より少し高いのですが、ギターはキー
によって弾きやすい弾きにくいがあるのですが、ぴったり
でしたのでお願いしました。
——大和の思い出などはありますでしょうか？
錦織　僕が以前住んでいたのが町田だったんですが、大学を
出て、二期会デビューくらいまで住んでいたんです。だから
小田急線は好きなんです。シリウスのオープニングでお世話

になったとき以来ですね。今回
はギターとの共演で、また違っ
た感じで楽しめると思います。
——ご来場の皆様へメッセー
ジをお願いします。
錦織　ダンディな二人（笑）に
よる、息もぴったりなギター
と歌をお楽しみください。大
和のホールにふさわしい内容
をご用意して伺います。

●荘村清志さん インタビュー
——錦織さんとは久しぶりの
共演とお聞きしています。
荘村　そうなんです！ここのとこ
ろ久しぶりです。間が空いてし
まって、錦織さんに嫌われたの
かと思ってしまいましたが、今回、
この公演が実現して、まだ大丈
夫だとほっとしています。（笑）
——今回の演奏のポイントは
どのようなところでしょうか？
荘村　まずは、錦織さんの歌
声に酔いしれていただきたいと思います。1000人のホー
ルでも、隅々まで響き渡り、彼のすごいところは、フォ
ルテになったときに音が割れないところです。いい質の
声をそのまま保った大きな声なので、毎回驚きます。そ
れが、彼が自分の体に気を付けてケアしている部分なの
かと思います。ギターソロは、アルハンブラが静かな曲
で、歌の迫力のあるフォルテとは真逆の静かな、弱音の
世界です。その歌とのコントラストで、楽しんでいただ
ければと思います。
——ご来場の皆様へメッセージをお願いします。
荘村　久しぶりで楽しみです。久しぶりだからこそ、あ
る程度の緊張感をお互いに保ちつつ演
奏できるかなと思います。今回、本当
に久しぶりで、二人で一つの素晴らし
い音楽を奏でられると思います。その
辺を聴いていただければ嬉しいです。

Kiyoshi Shomura

Ken Nishikiori
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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。

：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：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

©良知賀津也

インタビューの
全容はこちら



ハワイアン

サーカス
45周年コンサート
〜We love harmony〜

ナプア・グレイグ with 
ハワイアン・フラ・
ダンサーズ
ーHalau Na Lei Kaumaka O Ukaー
JAPAN TOUR 2022

ヴォーカルグループのパイオニアとしてデビューから45周年を
迎えてもなお、進化しつづけるサーカス。巧なコーラスワーク
に加え、グループとして年月を重ね洗練されたハーモニーをピ
アノとともにお贈りします。45周年を記念した、往年のヒット
ソングに加え、今ふたたび注目を集めるシティ・ポップの名曲
を交えたプログラムです。サーカスの歌世界を心ゆくまでお楽
しみください。

世界No,1フラダンサー"ミス·アロハ·フラ"を輩出し、世界
大会で総合優勝を果たした最高峰のフラチームが来日。日
本全国を巡り、神奈川県でツアーファイナルを迎えます。
ナプアが奏でる歌とウクレレ、伝統楽器によるプレミアム
な生演奏で、本格ハワイアンステージをお届け。男性ダン
サーによる力強く陽気なカネフラ（男性フラ）、チャント
による神聖で迫力ある力強いカヒコ（古典フラ）、華やか
な衣装でゆったりと美しいアウアナ（現代フラ）まで、フ
ラのすべてが込められたレパートリーでお贈りします。世
界屈指のハラウによる圧巻のステージをお見逃しなく。

今回体験していただくのは、カリブ海最南端での島国ト
リニダード・トバゴ共和国で発明された「スティールパ
ン」。ドラム缶を加工して、音階を付けたユニークな楽
器です。楽器をさわってみたい！音楽を楽しみたい！とい
う、子どもたちに是非体験して欲しい、プロの奏者たちが
手ほどきする、音楽が大好きになる「第一歩」です！

PICK UP

2022 8.7
16:00
15:15

公演時間 120分
1F メイン

開演
開場

日

「音楽は世代を超える」という言葉を、実際に体現している
ヴォーカルグループこそ、今回登場する「サーカス」。もともとは叶
一族の 4 名で結成。2013 年に“親子”ほど年齢の離れたメンバー二
人が加入し、新たなサーカスとして活動を開始しました。デビュー当
初から変わらない「和製ジャクソン」のような“息のあったハーモ
ニー”、他グループには類をみない“味わい豊かで温かなサウンド”
は必聴です！“親子世代”が織りなすハーモニーに身をゆだねて、ほっ
こりとした気持ちになれるプレミアムなステージです！

みどころ

世代もジャンルも超えて繋ぐハーモニー

本場のダンサー · ミュージシャン達による、
極上のハワイアンステージ

子どもたちの “ はじめて ” を応援！
さわって、聞いて、楽しむ、「音の世界」

こどものための楽器体験 
PAN NOTE MAGIC 
for KIDS

ポップス

2022

10. 2
15:30
14:45

1F メイン

開演
開場

日

4,000円
（全席指定・税込）

公演時間 約120分

S席 5,000 円
A席 4,500 円

（全席指定・税込）
※未就学児入場不可
※託児サービスあり
 （要予約）

※未就学児入場不可

8.6

ワーク
ショップ

2022

11:30
11:10

約45分

未就学児
（3歳以上）

開演
開場

1

14:00
13:40

約60分

小学生
以上

開演
開場

2

土

1F メイン
無料（要事前申込）

ナプア・グレイグ、ハーラウ・ナ・レイ・カウマカ・オ・ウカ
 フラダンスをより楽しむために…。事前講座開催決定！
 ※詳細は6月下旬頃、発表予定!!

木村 就生（ローテナーパン）、山脇 妃見子（ダブルテナー
パン）、夏音（トリプルチェロパン）、新崎 比奈子（シックス
ベースパン）、林 啓太（ドラムス）
PAN NOTE MAGICによる演奏の鑑賞
（アンダー・ザ・シー　ほか）
スティールパン（ローテナーパン）の楽器体験
　 ①�未就学児（3歳以上）
� ②�小学生以上
� ※�各回先着　20名
� ※�子ども1名につき、保護者1名のご同行をお願いします。
� ※�子ども複数名でご参加の場合は、保護者1名でも可能です。
 2022.6.18（土）10:00　
 ※�ネットのみの受け付け。
  電話、窓口での受け付けは行いません。

サーカス：叶 正子、叶 高、叶 ありさ、吉村勇一
ピアニスト：佐山こうた
Mr.サマータイム、アメリカンフィーリング、家族写真、中央フリー
ウェイ（荒井由実）、RIDE ON TIME（山下達郎）　ほか
　2022.6.8（水）10:00※�電話のみの受け付け。
  ネット、窓口での受け付けは行いません。
　2022.6.11（土）10:00

先行

一般

受付

対象

：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：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

※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！
完売御礼

備考



市民がつくるコンサート
vol.3 N響メンバーによる

弦楽四重奏

市民が主役の新しい形のコンサート！
クラシック

2022

6. 26
14:00
13:30

公演時間 約45分
1F メイン

開演
開場

日

無料・自由席
（事前申込不要）

クラシック

2022

11.27
15:00
14:15

公演時間 約120分
1F メイン

開演
開場

日

S席 3,500 円
A席 3,000 円

（全席指定・税込）

『N響アワー』『大河ドラマ』などの演奏でお馴染みの
NHK交響楽団から、日本トップレベルの実力を持つ奏者た
ちが集い、クラシックの名曲から親しみやすい楽曲まで、
トークや解説など交えてお贈りします。弦楽四重奏は、弦
の響きが最も調和し、豊かな表現が可能な編成だといわれ
ています。奏者たちは、紡ぎだされる音の対話を聞き逃さ
ないよう、音色を繊細につかみ取り、息遣いを感じ合いな
がら、常に緊張感のある中で、そのベストの音に神経を研
ぎ澄ましながら奏する、高難度の技術を必要とします。響
き豊かなメインホールで、一流の美技をご堪能ください。

メインホールの本格的な舞台で開催するこのコンサート
は、「出演」する側も「鑑賞」する側も「市民」が主役の
コンサートです！昨年2回の開催に引き続いて、大和市民
から募集した、バラエティに富んだ出演者たちによる素敵
なプログラムでお贈りします。
来場の際は事前の申込は不要、入場も無料のコンサートで
すので、どなたでも気軽に立ち寄って、音楽を身近にお楽
しみいただけます。
今回ご出演いただくのは2つの団体。元気いっぱいな仲間
が集まったオカリナのアンサンブルと、歌も交えたオカリ
ナとギターの2人組でお届けします。
大和でしか聴くことのできない、一日限りのコラボレー
ションです。市民がつくりあげるアットホームな雰囲気の
中で、音楽に触れる機会を是非お楽しみください。

公募による市民のみなさま
　オカリナ ドルチェ　アンサンブル
　樹 紫苑

ゲスト・コンサートマスター 永峰高志（元N響第２ヴァイオ
リン首席奏者）、船木陽子（第２ヴァイオリン）、飛澤浩人
（ヴィオラ）、村井 将（チェロ）
モーツァルト：弦楽四重奏曲第4番 ハ長調K.157
チャイコフスキー：アンダンテ・カンタービレ
ボロディン：弦楽四重奏第2番より　第3楽章 「ノクターン」
クライスラー：愛の悲しみ、愛の喜び
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 作品96「アメリカ」
　2022.7.6（水）10:00
 ※電話のみの受け付け。ネット、窓口での受け付けは行いません。
 2022.7.9（土）10:00
 永峰高志による、マスタークラスを開催（10/1）
　詳細は決定次第、ホームページ等で発表いたします。

先行

一般
備考

国内最高峰オーケストラ・
NHK 交響楽団の奏者たちが登場！

動物たちの個性ある演奏とオーケストラの迫力に魅了されたひととき！
　4月30日（土）に「0歳からのオーケストラ ～ズーラシアンブラス 
meets 東京交響楽団」を開催しました。2019年度に開催を予定し
ていた公演でしたが、新型コロナウィルス感染症のため公演中止
となり、今回2年ぶりに開催が実現しました。心待ちにされてい
たお客様が多く来場され、会場は満席となり熱気に包まれました。
　このコンサートは、小さなお子様も鑑賞することができるプロ
オーケストラによる本格的な演奏会です。普段クラシック音楽に

馴染のない方でも楽しむことができ、気
負わずにクラシック音楽の扉を開く機会
となっています。　　  　 

  子どもたちに大人気のズーラシアンブ
ラスと歴史あるプロオーケストラ「東京
交響楽団」の共演のオリジナル曲『親子の
ファンタジア』から始まり、ベートーヴェ
ンやグリーグの曲など、迫力あるオーケ
ストラの生演奏に触れることができまし

た。中にはリズム
に合わせて手を叩
いたり、その場で
簡単に踊れる振り
付けもあり、お客
様、ズーラシアン
ブラス、東京交響
楽団が一体になっ
た曲もありました。
　『二組の金管五重奏のためのわらべうた』ではズーラシアンブラ
スの金管五重奏と東京交響楽団の金管五重奏が迫力の対決！日本
のわらべうたをクラシックで聞く新鮮さと、二組が繰り広げる個
性ある熱い演奏で、会場は大盛況となりました。
　小さなお子さまから大人まで、最初から最後まで楽しめるプロ
グラムで、音楽の面白さや素晴らしさを感じてもらえるあっとい
う間の70分。生の音が持つ力を改めて感じた一日となりました。

0 歳からのオーケストラ ～ズーラシアンブラス meets 東京交響楽団

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

発売迫る！

※未就学児入場不可



やまと芸術文化ホール 1階 サブホールは、小規模の演奏会、演劇、ダンスなどの公演から講演会など、幅広いニーズにお応えできるホール
です。客席を配置したコンサート形式や、座席を収納してフラットな床面での平土間形式でもお使いいただけます。ぜひご利用ください。

I n f o r m a t i o n

やまと芸術文化ホール サブホールを利用しませんか？

今後のチケット発売情報

区分 午前 午後 夜間 全日
 （9～12時） （13～17時） （18～22時） （9～22時）
平日 7,900円 11,600円 12,700円 32,200円
土日祝 10,400円 15,500円 16,600円 42,500円

基本使用料（税込）

①コンサート形式：間口 12.6m／奥行 6.5m／高さ 5.1m
②平土間形式：面積 240㎡／天井までの高さ 5.1m
【主な附属設備】楽屋2室／フルコンサートピアノ（YAMAHA CFX）
※利用料金はご利用の内容によって異なります。
※有料備品をお使いの場合は、別途附属設備料がかかります。

施設概要［最大客席数 272席］

写真：株式会社エスエス 加藤俊彦

平土間形式 コンサート形式

新たな生まれ変わりへ
今号より読み物スタイルの紙面に生まれ変わりま
した！公演の見どころやコラムなどのコーナーも
増えて、色々な情報を発信していきます。また、
今号からはじまったこのコーナーのタイトル「お
おいぬ」は、一番明るい星「シリウス」がある「お
おいぬ座」にちなんでつけられました。ホールが
入っている「シリウス」は季節の催物がいっぱい
です。館内も鯉のぼり、七夕、クリスマス、門松など、
季節を感じる装飾で、皆様をお迎えしています。

ホールスタッフのあれこれ日記

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、6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/一部公演を除く）。
 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)
セブン-イレブン店頭（現金またはクレジットカード）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
 （現金またはクレジットカード）

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

●�立春！能・狂言の世界
やまと芸術文化ホールで初の
能楽・狂言公演を開催！
2023年2月18日（土）14:00開演
（会場：メインホール）
 片山九郎右衛門／味方 玄
� 野村萬斎
  S席 4,000円／A席 3,000円
  10月12日（水）10時
 　　 10月15日（土）10時
先行
料金

一般

●�みんなの音楽会Vol.３ 
 〜鵜木絵里&中川賢一 
 　バリアフリーコンサート

ハンディキャップのある方も、小さなお子様か
らご年配の方まで誰もが楽しめるコンサート！
2023年3月18日（土）14:00開演（会場：サブホール）
 鵜木絵里（ソプラノ）／中川賢一（ピアノ）
  大人 1,000円／子ども(中学生以下) 500円
  12月7日（水）10時 　　　12月10日（土）10時
料金
先行 一般


