
 



1

 

「“平成”を想う～時代の響きはその彼方へ～」（グランドフィナーレのテーマ）
2月3日（日）　12：45開場 　13：30開演
入場料：無　料（全席自由　申込みは終了しました）
　　　　＊整理券をお持ちでない方は入場できません 
問合せ：教育委員会文化課（047-436-2894）
◆指　揮：鈴木　衛
◆市内小中学校、高等学校、市民吹奏楽団、オーケストラ、合唱団、
　ビッグバンド、ゴスペル、邦楽、よさこいなど
◆ケーブルテレビ J：COM YY船橋習志野（地デジ11ch）で生中継
　2月3日（日）13：30 ～ 17：00まで
　（再放送・ダイジェスト版）2月16日（土）21：00 ～ 23：30、17日（日）17：00 ～ 19：30
　※放送についての問合せ：J：COM YY船橋習志野（0120-999-000 ／ 9：00 ～ 18：00）

第26回音楽のまち･ふなばし 千人の音楽祭 ◇船橋アリーナ

1月12日（土）　13：30開場 　14：00開演
入場料：一般3,500円、友の会会員3,100円
　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット6,400円
　　　　※全席指定、未就学児入場不可
　　　　※1歳以上の未就学児を対象とした保育あり。
　　　　　市民文化ホールへ事前申込（1月5日まで）
問合せ：市民文化ホール（047-434-5555）
　　　　（9：00 ～ 17：00 ／月曜休館）
◆出　演：冨平 安希子（ソプラノ）、小原 啓楼（テノール）、
　　　　　山下 一史（指揮）、千葉交響楽団（管弦楽）

平成30年度県民芸術劇場公演
千葉交響楽団ニューイヤーコンサートin船橋
～新春を彩る名曲の花束～ ◇市民文化ホール

小原 啓楼 冨平 安希子
©YOSHINOBU FUKAYA aura.Y2

1月19日（土）　16：30開場 　17：00開演
入場料：一般4,000円、友の会会員3,500円
　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット7,200円
　　　　※全席自由、未就学児入場不可
　　　　※開場時刻より、チケット番号順にご入場いただきます。
問合せ：市民文化創造館（047-423-7261）
　　　　（9：00 ～ 20：00 ／月の最終月曜日休館）
　　　　※土日祝は17：00まで
◆出　演：陰山 泰、篠井 英介、小川 ゲン（朗読）、
　　　　　友吉 鶴心（琵琶）、稲葉 明徳（雅楽）

船橋市民文化創造館 開館15周年記念事業
琵琶絵巻 朗読楽 天守物語 ◇市民文化創造館（きららホール）

稲葉 明徳 友吉 鶴心
©photo L.A TOMARI
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2月21日（木）　18：00開場 　18：30開演
入場料：無料（先着250名）
　　　　※全席自由
問合せ：市民文化創造館（047-423-7261）
　　　　（9：00 ～ 20：00 ／月の最終月曜日休館）
　　　　※土日祝は17：00まで
◆出　演：バリ・クンチャナ（バリ舞踊）、
　　　　　スアラ・スクマ［名古屋］＆ダルマ・カイナ［東京］
　　　　　（竹ガムラン演奏）

ちょっとよりみちライブvol.184
インドネシア・バリ島の舞踊と竹ガムランのライブ
～バリ・クンチャナと魅惑のBambooミュージシャンたち～
 ◇市民文化創造館（きららホール）

バリ・クンチャナ

～社会人ビッグバンドジャズの祭典！～
2月17日（日）　15：00開場 　15：30開演
入場料：指定席：2,200円（市民文化ホールのみ取扱い）
　　　　自由席：前売1,800円、当日2,000円
　　　　＊高校生以下は自由席のみ各1,000円引き、3歳以上有料
問合せ：市民文化ホール（047-434-5555）
　　　　（9：00 ～ 17：00 ／月曜休館）
◆出　演：ビッグバンド･バグス、林 靜誠とシーフレンド楽団、
　　　　　ザ・サードコースト・ジャズ・オーケストラ、
　　　　　サウンド・ストリーム・ジャズ・オーケストラ
◆ゲスト：伊藤 君子（ヴォーカル）

25th BAND STAND FUNABASHI ◇市民文化ホール

伊藤 君子

2月9日（土）　13：30開場 　14：00開演
入場料：500円（全席自由・未就学児入場不可）
　　　　＊勤労市民センター・市民文化ホール・
　　　　　市民文化創造館（きららホール）にて販売
問合せ：勤労市民センター（047-425-2551）
　　　　（9：00 ～ 19：00 ／月曜休館）
◆ゲスト：和田 明（ヴォーカル）、
　　　　　中嶋 錠二（ピアノ）
◆出　演：ビッグバンド・バグス

ふらっと横丁ライブ　船橋ベイサイドJAZZ ◇勤労市民センター

ビッグバンド・バグス

中嶋 錠二和田 明
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 地域ふれあいコンサート

地域ふれあいコンサート
☆今年も21か所にてコンサートを開催します
　身近な会場で上質な音楽をお楽しみください

2月23日（土）　13：30開場 　14：00開演
入場料：一般2,500円、友の会会員2,200円
　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット4,600円
　　　　※全席自由、未就学児入場不可
問合せ：市民文化創造館（047-423-7261）
　　　　（9：00 ～ 20：00 ／月の最終月曜日休館）
　　　　※土日祝は17：00まで
◆出　演： 白石 光隆（ピアノ）
□演奏曲： ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ単調Op.27-2 

「月光」、リスト／愛の夢第3番変イ長調、ショパン／スケル
ツォ第3番嬰ハ短調Op.39、J.S.バッハ＝ペトリ／羊は安ら
かに草を食む、ドビュッシー／映像第1集～水の反映、ピア
ソラ／デカリシモ　他

白石光隆 ピアノ名曲リサイタル
ピアノがたどった歴

み

史
ち

～バロックから現代まで～ ◇市民文化創造館（きららホール）

白石 光隆
©岩切 等

2月2日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：240名（入場料：無　料）
申込み：薬円台公民館（047-469-4535）
　　　　1月15日（火）から窓口のみで事前受付
　　　　（1人2枚まで）
■出　演：プラウディア グランド オーケストラ
　　　　　〔安藤 真理子（フルート）、佐伯 かおる（ピアノ）、
　　　　　ルイルイ（キーボード）〕
□演奏曲：ムーンライトセレナーデ、いい日旅立ち、
　　　　　黄飛鴻（ファン フェイ フォン）、犬神家の一族、
　　　　　タラのテーマ　他

～やくえんだい地域ふれあいコンサート～
思い出のメロディをあなたに ◇薬円台公民館（講 堂）

佐伯 かおる　ルイルイ　安藤 真理子
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 地域ふれあいコンサート

2月10日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：180名（入場料：無　料）
申込み：坪井公民館（047-402-0271）
　　　　1月4日（金）から窓口または電話で事前受付
■出　演：小松 優一（ギター、ピアノ）、
　　　　　濵津 美穂（ギター）、
　　　　　飯岡 泰山（ギター）、
　　　　　703号室（ギター、ピアノ、ドラム）
□演奏曲：ふるさと（童謡）、ひまわりの約束、
　　　　　ひこうき雲　他

奏思奏愛～アコースティックライブ～ ◇坪井公民館（講 堂）

飯岡 泰山 703号室

小松 優一

濵津 美穂

宮野下 シリュウ　宮本 まいこ　中丸 達也

2月9日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：300名（入場料：500円）
申込み：宮本公民館（047-424-9840）
　　　　12月1日から窓口または電話で事前受付
■出　演：宮本 まいこ（スティールパン）、
　　　　　中丸 達也（パーカッション）、
　　　　　宮野下 シリュウ（マリンバ）、
　　　　　眞行（ビブラフォン）
□演奏曲：雨の日と月曜日は、世界に一つだけの花、
　　　　　情熱大陸 

愛のメロディ
～いろんな愛の形をイメージして、ラブソングをあなたに～ ◇宮本公民館（講 堂）

眞行

2月9日（土）　13：00開場　13：30開演（15：30終演予定）
定　員：170名（入場料：無料）
申込み：新高根公民館（047-469-4944）
　　　　1月15日（火）から窓口または
　　　　電話で事前受付
■出　演：高根中学校吹奏楽部、
　　　　　濵津 美穂（ヴォーカル）、
　　　　　石井 裕介（ギター）
□演奏曲：光、Music Palette、YELL ～エール～、
　　　　　恋、ハナミヅキ、カントリーロード　他

第18回ふれあいMINIコンサート
「船橋から 翔び立つ若者たち」 ◇新高根公民館（講 堂）

高根中学校吹奏楽部 濵津 美穂
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 地域ふれあいコンサート

2月17日（日）　13：30開場　14：00開演（15：45終演予定）
定　員：300名（入場料：500円）
申込み：二和公民館（047-447-3200）
　　　　1月15日（火）から窓口のみで事前受付
　　　　（1人4枚まで）
■出　演：ルシア塩満（アルパ）、高橋 マサヒロ（ギター）、
　　　　　菱本 幸二（ギター）
□演奏曲：コンドルは飛んで行く、カスカーダ、
　　　　　コーヒールンバ　他

ルシア塩満トリオコンサート
～きらめくパラグアイ・アルパの調べ～ ◇二和公民館（講 堂）

菱本 幸二　　　　ルシア塩満　　　　高橋 マサヒロ

2月16日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：180名（入場料：無　料）
申込み：西部公民館（047-333-5415）
　　　　1月15日（火）から窓口または電話で事前受付
　　　　（1人2枚まで）
　　　　※電話申し込みの場合も、事前に整理券をお受け取り
　　　　　ください
■出　演：鈴木ヘンドリックス
　　　　　（寺内タケシトリビュートバンド）
□演奏曲：ベンチャーズメロディ、
　　　　　津軽じょんがら節、運命　他

日本の『えれき　さうんど』 ◇西部公民館（講 堂）

鈴木ヘンドリックス

2月16日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：150名（入場料：無　料）
申込み：北部公民館（047-457-0433）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
■出　演：高橋 涼子、
　　　　　レジェンズ（久永 誠人、本田 博行、加郷 正英）、
　　　　　豊富小学校合唱部
□演奏曲：ホン・ホン・ホンビノス、
　　　　　ふなばしの電車～ Let’s Go!35駅～
　　　　　先生ブギ、僕たち地球の子ども　他

とよとみジョイフルコンサート
「レジェンズ、高橋涼子～あの頃に戻れたら…そしてこれから…～」
 ◇北部公民館（講 堂）

高橋 涼子

〈レジェンズ〉
加郷 正英本田 博行久永 誠人
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 地域ふれあいコンサート

2月17日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：180名（入場料：無　料）
申込み：高根公民館（047-438-4112）
　　　　1月15日（火）から窓口または電話で事前受付
■出　演：藤田 稔広（ドラム）、前川 直人（アルトサックス）、
　　　　　高橋 由香里（ピアノ）、玉木 秀和（ベース）
□演奏曲：酒とバラの日々、ムーンリバー、
　　　　　A列車で行こう、花は咲く　他

あなたと高根で音楽を！
心躍る楽しいジャズコンサート ◇高根公民館（講 堂）

前川 直人藤田 稔広

高橋 由香里 玉木 秀和

２月23日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：250名（入場料：無　料）
申込み：東部公民館（047-477-7171）
　　　　1月15日（火）から窓口または電話で事前受付
　　　　（1人2枚まで）
　　　　※電話申し込みの場合も、事前に整理券を
　　　　　お受け取りください
■出　演：金益 研二（ピアノ）、渡辺 淳（尺八）、
　　　　　佐藤 唯史（パーカッション）
□演奏曲：竹田の子守唄、黄昏のビギン、木曽節、
　　　　　テイクファイブ、リベルタンゴ　他

尺八×ピアノ×パーカッションで奏でる音の世界旅行 ◇東部公民館（講 堂）

佐藤 唯史渡辺 淳金益 研二

2月23日（土）　13：00開場　13：30開演（15：00終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：法典公民館（047-438-3203）
　　　　２月1日（金）から窓口または電話で事前受付
　　　　（1人2枚まで）
　　　　※電話申し込みの場合も、事前に整理券を
　　　　　お受け取りください
■出　演：松崎 颯太（ピアノ、シンセサイザー）、
　　　　　川口 さくら（ヴィオラ）、
　　　　　伊藤 綾香（パーカッション）、
　　　　　中川 順子（声楽）、伊藤 隆浩（司会、構成）
□演奏曲：ヴィオラによる子守唄メドレー

おしゃれにクラシック　
～ヴィオラと声楽のひと時～ ◇法典公民館（講 堂）

川口 さくら松崎 颯太

伊藤 隆浩中川 順子伊藤 綾香
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 地域ふれあいコンサート

2月24日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：180名（入場料：500円）
申込み：葛飾公民館（047-437-5072）
　　　　1月15日（火）から窓口のみで事前受付
■出　演：遠藤 万里（ヴァイオリン）、
　　　　　鳴瀬 理子（ピアノ）、
　　　　　永富 さおり（チェロ）
□演奏曲：ユモレスク（ドヴォルザーク）、
　　　　　 白鳥（サン＝サーンス）、
　　　　　 ブエノスアイレスの四季より春 

（ピアソラ）、
　　　　　ピアノ三重奏曲第25番 ジプシー・ロンド（ハイドン）

ピアノトリオで巡る世界一周の旅 ◇葛飾公民館（講 堂）

永富 さおり鳴瀬 理子遠藤 万里

2月24日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：八木が谷公民館（047-448-5030）
　　　　1月15日（火）から窓口または電話で事前受付
■出　演：今野 広樹、絢井 千晴
□演奏曲：ヨイトマケの唄、テネシーワルツ、
　　　　　すみれ色の涙　他

千晴＆広樹～想い出の昭和歌謡～ ◇八木が谷公民館（講 堂）

絢井 千晴今野 広樹

2月24日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：夏見公民館（047-423-5119）
　　　　1月15日（火）から窓口または電話で事前受付
■出　演：植草 ひろみ（チェロ）、佐藤 美由紀（ピアノ）、
　　　　　船橋中学校管弦楽部
□演奏曲：リベルタンゴ、ラ・クンパルシータ、
　　　　　ブエノスアイレス大通り～プラカードに捧ぐ、
　　　　　想いの届く日、エル・チョクロ、
　　　　　ポル・ウナ・カベサ～首の差で　他

チェロdeタンゴ ◇夏見公民館（講 堂）

佐藤 美由紀植草 ひろみ
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 地域ふれあいコンサート

3月2日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：150名（入場料：一般500円　高校生以下無料）
申込み：浜町公民館（047-434-1405）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
■出　演：菅原 潤（フルート）、田中 資子（ハープ） 
□演奏曲：カスタ・ディーバ、小舟にて、浜辺の歌、
　　　　　荒城の月　他

さわやかな風のかおり
～フルートとハープのコンサート～ ◇浜町公民館（講 堂）

菅原 潤 田中 資子

3月2日（土）　13：00開場　13：30開演（15：00終演予定）
定　員：150名（入場料：無　料）
申込み：三田公民館（047-477-2961）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
■出　演：谷 朝子（バイレ）、石井 奏碧（ギター）、
　　　　　水落 麻理（カンテ）
□演奏曲：セビジャーナス、ブレリア、
　　　　　アレグリアス　他

三田ふれあいコンサート
iQué Alegría! ～春を迎えに、踊ろう、歌おう、行こう情熱の在処へ～
 ◇三山市民センター（多目的ホール）

水落 麻理石井 奏碧谷 朝子

3月2日（土）　13：00開場　13：30開演（15：30終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：三咲公民館（047-448-3291）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
　　　　※電話申し込みの場合も、事前に整理券をお受け取りください
■出　演：ブラスクインテット粋
□演奏曲：水上の音楽より、川の流れのように　他

三咲地区地域ふれあいコンサート
～金管五重奏による“粋”な早春コンサート～ ◇三咲公民館（講 堂）　

ブラスクインテット粋
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 地域ふれあいコンサート

3月2日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：180名（入場料：無　料）
申込み：松が丘公民館（047-468-3750）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
■出　演：C

チ ェ リ ッ シ モ

ellissimo B
ブ ラ ビ ッ シ モ

ravissimo!
□演奏曲：メロウ・チェロズ・タンゴ、イエスタデイ、
　　　　　見上げてごらん夜の星を　他

～心を包むチェロの音色～
チェロアンサンブルコンサート ◇松が丘公民館（講 堂）

Cellissimo Bravissimo!

3月3日（日）　13：00開場　13：30開演（15：00終演予定）
定　員：100名（入場料：無　料）
申込み：塚田公民館（047-438-2610）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
■出　演：千葉大学アカペラサークル T.o.N.E.
□演奏曲：幅広い年代の方を対象にしたJ-POPの人気曲

A cappella つかだふれあいコンサート
～声だけで奏でるハーモニー～ ◇塚田公民館（講 堂）

3月9日（土）　13：30開場　14：00開演（15：30終演予定）
定　員：150名（入場料：無　料）
申込み：習志野台公民館（047-463-2231）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
　　　　（1人2枚まで）
■出　演：山岡 秀明（アコーディオン）、
　　　　　Tito Monte（ピアノ、アコーディオン）、
　　　　　丘 ひろこ（ヴォーカル、アコーディオン）
□演奏曲：歌の翼に、ラ・クンパルシータ、バラのタンゴ、
　　　　　愛燦燦、パリの空の下セーヌは流れる　他

ファミリーサウンド～春風にのせて～ ◇習志野台公民館（講 堂）

丘 ひろこTito Monte山岡 秀明

千葉大学アカペラサークル T.o.N.E.
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 地域ふれあいコンサート

3月10日（日）　13：30開場　14：00開演（15：40終演予定）
定　員：120名（入場料：無　料）
申込み：小室公民館（047-457-5144）
　　　　2月6日（水）から窓口のみで事前受付
■出演：長浜 奈津子（歌と語り）、
　　　　喜多 直毅（ヴァイオリン）
□演奏曲：ラ・クンパルシータ、カミニート、
　　　　　アルフォンシーナと海　他

タンゴ 歌と語りのコンサート
～詩と音楽、光と影～ ◇小室公民館（第３・４集会室）

喜多 直毅長浜 奈津子

3月9日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：丸山公民館（047-439-0118）
　　　　2月1日（金）から窓口または電話で事前受付
■出　演：野口 久和（ピアノ）、佐瀬 正（ベース）、
　　　　　藤井 学（ドラムス）、野間 瞳（ヴォーカル）
□演奏曲：サテン・ドール、
　　　　　メモリーズ・オブ・ユー、
　　　　　On The Sunny Side Of The Street（明るい表通りで）　他

MUSE LIVE MARUYAMA JAZZ CONCERT
～午後のひととき ジャズ街の散策～ ◇丸山公民館（講 堂）

佐瀬 正野口 久和

藤井 学 野間 瞳

Funabashi Music Festival in Autumn
船橋最大級の音楽イベント「ふなばしミュージックストリート」を昨年10月21日（日）

に開催しました。今回は、屋内外17会場で100組を超えるミュージシャン達が様々なジャ
ンルの音楽を奏でました。音楽でふなばしを盛り上げたいという思いをひとつに、200人超
のボランティアスタッフも加わって、来場者数12000人以上という過去一番の盛り上がりと
なりました。
さらに今年は新企画が注目を集め、京成船橋駅前に突如現れた誰でも弾ける
ストリートピアノや、なつかしの名曲を生演奏に合わせて唱和する歌声喫茶、
各会場を巡るスタンプラリーなど、こうした企画を楽しみに来場された方もた
くさんいました。音楽でまちを元気にする、ふなばしミュージックストリート
は大盛況のうちに幕を閉じました。
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東武百貨店 船橋店は、

第23回 ふなばし音楽フェスティバルを

応援いたします。


