
主催：宮崎県／公益財団法人宮崎県立芸術劇場　共催：宮崎県教育委員会

劇場の正面玄関前に、“みやざきの食” が大集合！宮崎県産の
新鮮なお野菜や加工品などを販売する全８店舗のテントが並ぶ
ほか、宮崎県産牛乳にこだわったソフトクリームや宮崎市の旅
館「小戸荘」の「宮崎県産牛復刻ハヤシライス」のキッチンカー
もやってきます！新茶の淹れ方教室やカツオのふるまいもご用
意していますので、ぜひお楽しみください。

●宮崎牛＆宮崎ブランドポーク焼き串、牛肉コロッケ等
●みやざき地頭鶏炭火焼　　●宮崎県産野菜や果物　
●加工品（宮崎牛カレー、トマトカレー、日向辛子等）
●ジュース　　●野菜の苗　　ほか

◇出店企業◇　
・ＪＡ宮崎経済連　・㈱宮崎経済連直販　・宮崎県農協果汁㈱
・㈱ミヤチク　・㈱エーコープみやざき　・宮崎県漁業協同組合連合会
・みやざき地頭鶏事業協同組合　・ジェイエイ・アグリシード㈱
・白水舎乳業　・小戸荘

タイムテーブル

第27回 宮崎国際音楽祭スペシャルプログラム

ココロ躍る！「食×農×音楽の祭典」

コンサート
３つのホールで７つの
ワンコイン・コンサートを

開催♪ みやざきマルシェ
宮崎県産の

美味しいものが大集合！

イベント
イベント ミル子の乳しぼり体験や

クイズラリーなど
盛りだくさん

〒880-8557 宮崎県宮崎市船塚3丁目210番地

☎ 0985-28-3208
宮崎国際音楽祭事務局
（公益財団法人宮崎県立芸術劇場）

宮崎国際音楽祭ホームページ
http://www.mmfes.jp

全７公演
【全席自由】1公演 500円（4歳以上） チケット販売開始：3/12（土）一斉発売

チケット取り扱い：メディキット県民文化センターチケットセンター

☎ 0985-28-7766 ［窓口・電話受付］ 10：00～18：30
◇休館日：月曜日（月曜が祝日の場合は翌平日休館）　◇臨時休館日：4/12（火）
［WEB］ 劇場ホームページで24時間予約・購入できます。
［プレイガイド］ チケットぴあ（WEBサイトのみ取り扱い）

※コンサート１・２・４・６は年齢制限なし。
　３歳以下は無料（保護者の膝上での鑑賞にご協力をお願いします）
※コンサート３・５・７は４歳から入場できます。
　４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

気軽にクラシック

JA宮崎経済連グループ Presents

チケット料金

場 所

チケット情報

5月3日（火・祝）10：30～19：30（予定）
会場：メディキット県民文化センター（宮崎県立芸術劇場）

みやざきマルシェ正面玄関前
11：00～18：00

場 所

光のプラザ
（２F屋外）

JA宮崎経済連　事業推進課　☎0985-31-2150  ［平日（月～金） 8：30～17：00］

ミル子の
乳しぼり体験

グリーンザウルス
に会いに行こう！

本物そっくり！牛のオブジェ
「ミル子」の乳しぼりを体験し
よう！

宮崎県産ピーマンのイメージキャラク
ター“グリーンザウルス”によるグリー
ティングSHOWをお楽しみください。

A

B

子ども食堂×
テゲバジャーロ宮崎
子ども食堂を支援しているサッカーチーム
「テゲバジャーロ宮崎」の選手がやってくる！
この機会に、子ども食堂の取り組みを知ろう！

カツオのふるまい
美味しいカツオのふるまいを実施
します！数量限定ですので、お早
めにどうぞ！ 〈12：30-13：00予定〉

クイズ
ラリー

宮崎の農畜産物
にまつわる

クイズラリーに挑戦！

３か所の各ラリーポイントで出題されるクイズにチャレンジしよう。
全問正解した方には素敵な賞品をプレゼント！
（ただし、賞品はなくなり次第終了）。

ぜひ、みなさん
ご参加ください！

A…ミル子の乳しぼり体験　　B…グリーンザウルスに会いに行こう！
時　間 コンサート A B クイズラリー

10：30-11：15 コンサート１　［演劇H］

11：00
▽

18：00

各所で
パネル展示
しています

＜30分＞ ★ ★
11：45-12：30 コンサート２　［アイザックH］ ★
＜30分＞ ★ ★

13：00-13：45 コンサート３　［イベントH］ ★
＜30分＞ ★ ★

14：15-15：00 コンサート４　［演劇H］ ★
＜30分＞ ★

15：30-16：15 コンサート５　［イベントH］
＜30分＞

16：45-17：30 コンサート６　［アイザックH］
＜30分＞

18：00-19：30 コンサート７　［演劇H］

時間未定

Tegevajaro Miyazaki
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※開場時間は各公演とも開演の30分前です。
※終演時間については、前後する可能性がご
ざいます。

過去のフードブースの様子

ミル子の
乳しぼり体験

子ども食堂×テゲバジャーロ宮崎

みやざきマルシェOPEN！
当日は、キッチンカーやテント販売
による「みやざきマルシェ」を実施
します。コンサートの前後にぜひ
お立ち寄りください。

乳しぼりの模擬体験が
できるよ！

11：00～18：00
正面玄関前広場

11：15～15：30
光のプラザ
（２F屋外）

時間未定　　光のプラザ（２F屋外）

カツオの
ふるまい

12：30～13：00
正面玄関前広場

グリーンザウルスに会いに行こう！
①11：15～ ②12：30～ ③13：45～ （各30分）
光のプラザ（２F屋外）

※各ホールの入場口は２Fです。

※各会場内にもお手洗いあり 2F

エレ
ベーター

階段

イベント
ホール
≪会場≫

コンサート 3・5

≪会場≫
コンサート 2・6

アイザックスターン
ホール ≪会場≫

コンサート １・４・７

演劇ホール

4歳から
入場可

年齢制限
なし

出演者

■アクセス（交通のご案内）
●宮崎交通バス（橘通方面から）
Ⓐ「文化公園」行き
　終点「文化公園」下車→徒歩1分
Ⓑ「宮崎神宮」行き
　終点「宮崎神宮」下車→徒歩5分
Ⓒ「国富・綾」「平和ケ丘」または
　「古賀総合病院」行き
　「文化公園前」下車→徒歩1分
Ⓓ「平和台」行き
　「霧島３丁目」下車→徒歩4分

●JR日豊本線
　・「宮崎駅」から：タクシー約10分
　・「宮崎神宮駅」から：
　  タクシー約5分・徒歩約20分

【申込先】
NPO法人みやざき子ども文化センター
☎080-4694-8686 
月～金 10：00～18：00（土日祝休み）
※定員になり次第、締め切ります。

◯対象：６か月～１２歳まで
◯料金：お子様おひとりにつき
　　　  1，000円（税込）

メディキット県民文化センターには専用
の駐車場がありません。お越しの際は、
公共交通機関をご利用ください。

託児サービスのご案内

交通のご案内

入場に年齢制限があるコンサートでは、
託児サービスをご用意しています。
【託児対象公演】 コンサート3・5・7

申込みは4月26日（火）までとなります。
なお、キャンセルされる場合は、公演日の
3日前までにご連絡ください。

「光のプラザ」は
２階屋外だよ

４歳から入場できます。
©Taku Miyamoto

7 演劇ホール 18：00
19：30

コンサート

仲道郁代 ピアノ・リサイタル
破格のワンコイン・コンサート！人気・実力ともに日本を
代表するピアニスト・仲道郁代がベートーヴェンとショ
パンの名曲をたっぷりと聴かせます。

ピアノ：仲道郁代

【曲目】
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27‐2「月光」
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第17番 ニ短調 作品31‐2「テンペスト」
ショパン：エチュード ハ短調 作品10‐12「革命」　
ショパン：エチュード ホ長調 作品10‐3「別れの曲」　
ショパン：バラード第1番 ト短調 作品23
ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22

1 演劇ホール 10：30
11：15

コンサート

0歳のための音楽会
普段なかなかホールに入れない小さなお子様と一緒に楽しめるコン
サート♪ かわいいピーマンの恐竜「グリーンザウルス」も遊びにくるよ！

ヴァイオリン：礒絵里子　ソプラノ：鷲尾麻衣　ピアノ：坂野伊都子
年齢制限なし  ０～３歳のお子様は無料

©FUKAYA Yoshinobu_auraY2

3 イベントホール 13：00
13：45

コンサート

ひなたの木管五重奏団
春の陽ざしが降りそそぐように温かく響く木管五重奏。柔らかな音色に包まれて、やすらぎのひとときをお過ごしください。

４歳から入場できます。
フルート：高木綾子　オーボエ：池田昭子　クラリネット：濱崎由紀ファゴット：佐藤由起　ホルン：安土真弓

©FUMI ©Yasuhisa Yoneda ©ASUMI ENDO

2 アイザックスターン
ホール

11：45
12：30コンサ

ート

吹奏楽 SUPER CONCERT
青春を駆け抜ける
軽快で心地よいブ
ラスサウンド！
熱いステージにご
期待ください。

宮崎日本大学高等学校吹奏楽部

過去の公演写真

年齢制限なし  ０～３歳のお子様は
無料

©K.Miura

4 演劇ホール
14：15
15：00コンサ

ート

みやざき SPECIAL CHORUS
子どもから大人ま
で県内で活動する
4団体が出演。
心をひとつに声を
あわせ、美しいハー
モニーをホールいっ
ぱいに響かせます。

綾町立綾小学校　　宮崎市立国富
小学校

宮崎県立宮崎大宮高等学校　　宮
崎カナリーコーラス

過去の公演写真

年齢制限なし  ０～３歳のお子様は
無料

©K.Miura

6 アイザックスターンホール 16：45
17：30

コンサート

宮崎国際音楽祭ジュニア・オーケストラ音楽祭管弦楽団メンバーの
川田知子（ヴァイオリン）と荒
庸子（チェロ）も特別参加！
ジュニア・オーケストラならで
はの若さあふれるフレッシュ
な演奏をお楽しみください。

指揮：大谷麻由美　ヴァイオリン：川田知子　チェロ：荒庸子宮崎国際音楽祭ジュニア・オーケストラ【曲目】 モンティ：チャールダーシュ  オッフェンバック：喜歌劇「天国と地獄」序曲　ほか

過去の公演写真年齢制限なし  ０～３歳のお子様は無料

©K.Miura

©Kayoko Yamamoto

© 平野晋子

©K.Miura

©Ayane Shindo

©T.Tairadate

© 井村重人

5 イベントホール 15：30
16：15

コンサート

NADESHIKO弦楽八重奏団
第一線で活躍する
実力派の女性弦楽
奏者8人が、鮮やか
なテクニックと豊
かな表現力で深い
感動へ誘います。

ヴァイオリン：小林美樹、会田莉凡、城戸かれん、吉江美桜
ヴィオラ：須田祥子、安藤裕子　チェロ：上村文乃、黒川実咲

４歳から入場できます。


