
主催╱やまがた文化の回廊フェスティバル2022実行委員会

共催╱山形県　　後援╱山形市
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街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて ひびきあう”

歴史と文化が薫る山形の街なかをめぐって、
ここにしかない多彩な魅力を発見するフェスティバル！

春風を感じながら、山形の文化芸術が彩る“文化の回廊”に出かけてみませんか？

注意事項
※公演中止を除く、予約後のチケットの変更・取消、ならびに購入後のチケットの
変更・払い戻しはできません。
※止むを得ない事情により曲目・出演者・演奏順など一部変更になる場合がござい
ます。ご了承ください。
※車椅子での鑑賞をご希望の場合は、予約の際にお問い合わせください。
※手数料は購入者にご負担いただきます。
※チケットの残席がない場合は、当日券の販売はございません。
※高校生以下チケットの場合、当日学生証をご提示いただく場合がございます。
※このチラシに記載されている情報は2022年2月10日時点での情報です。状況に
より実施方法等が変更になる場合がございますので、必ず各公演の詳細をホー
ムページ、個別チラシ等で事前にご確認ください。
※公演によりチケット購入方法が異なります。必ず各公演の詳細をホームページ、
個別チラシ等で事前にご確認ください。

阪 哲朗山形交響楽団やまがた舞子

とれいゆ つばさ 小林 沙羅佐藤 寿一 小曽根 真新井 宗平╱山本 かずみ

●スタンプ設置会場

やまぎん県民ホール
山形県郷土館「文翔館」
山形県立博物館
山形美術館
山形まるごと館 紅の蔵
富岡本店

●対象日程

※山形市民会館『ファンタジックコンサート』　※山形テルサ『小曽根真 60TH BIRTHDAY SOLO OZONE60+ CLASSIC×JAZZ』
　については、チケット半券をやまぎん県民ホールへお持ちいただくことでスタンプを押印いたします。
※山形美術館は入館いただいた方が対象となります。

①やまぎん県民ホール
②山形市民会館
③山形テルサ

④山形県郷土館「文翔館」
⑤山形県立博物館
⑥山形美術館
⑦山形まるごと館 紅の蔵
⑧富岡本店

3/19（土）～27（日）　※22（火）休館
3/19（土）ファンタジックコンサート　※チケット半券
3/26（土）小曽根真 60TH BIRTHDAY SOLO OZONE60+
                CLASSIC×JAZZ　※チケット半券
3/19（土）～27（日）　※22（火）休館
3/19（土）～27（日）　※22（火）休館
3/19（土）～27（日）　※有料　22（火）・23（水）休館
3/19（土）～27（日）
3/19（土）～27（日）　※22（火）定休日

やまがた文化の回廊フェスティバル2022

賞品

期間

●応募方法

4ヶ所のスタンプ押印したチラシを、やまぎん県民ホールに持参してください。 
チラシ1枚（スタンプ4つ）で、くじを1回引けます。

●くじ引き締切

3/27（日）19：00まで

やまがた文化の回廊フェスティバル対象8ヶ所の中から、
4ヶ所のスタンプを集めてくじ引きにチャレンジ！

やまがた文化の回廊フェスティバル2022実行委員会事務局
山形県総合文化芸術館  指定管理者  みんぐるやまがた

〒990-0828  山形市双葉町1-2-38
TEL.023-664-2220（開館時間：9：00～22：00 ※火曜休館）
FAX.023-664-2209
ホームページ  https://bunka-no-kairo.jp

（山形県総合文化芸術館 指定管理者 みんぐるやまがた・山形市民会館指定管理者 山形市民会館管理運営共同事業体・
山形テルサ指定管理者 一般財団法人山形市都市振興公社）　

https://bunka-no-kairo.jp

特設サイト

やまがた文化の回廊
フェスティバル 2022

C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki

C NIPPON COLUMBIAC NIPPON COLUMBIAC Masaki ARIYAMAC Masaki ARIYAMA

※参加賞もご用意しております。（先着順）

やまぎん県民ホール主催イベントの
ご招待券など、豪華賞品をご用意!
詳しくはホームページにて発表！！　

協力╱公益財団法人山形美術館・公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構・東北文教大学 児童文化部・城下町やまがた探険隊・
　　　認定NPO法人山形国際ドキュメンタリー映画祭・まちなかクラフト2022 春 実行委員会・最上義光歴史館・
　　　やまがたアートサポートセンターら・ら・ら・山形市観光協会・山形県芸術文化協会・山形県立博物館・山形県立山形中央高等学校・
　　　山形大学 地域教育文化学部 文化創生コース 音楽研究会・山形まるごと館 紅の蔵・七日町商店街振興組合・株式会社富岡本店・
　　　日本航空株式会社・halkenLLP・JR東日本 山形駅・0035 BY KIYOKAWAYA・Al-che-cciano Concert（順不同）

photo Kazuyoshi Shimomura
（AGENCE HIRATA）
photo Kazuyoshi Shimomura
（AGENCE HIRATA）



霞城セントラル

中央
郵便局

山形まるごと館
紅の蔵

ホテル
キャッスル

山交ビル

●

山形美術館

●

最上義光歴史館

山形市郷土館
（旧済生館本館）

霞城公園

●
●

●

●

山形グランドホテル

山形市役所

山形メディア
タワー

●

●

NHK
篠田総合病院 ●

●

●

●

山
形
駅

紅
の
蔵

Na
no

ka
-m

ac
hi

 S
tr

ee
t

To
ka

-m
ac

hi
 S

tr
ee

tSu
zu

ra
n 

St
re

et

Ekimae Street

山形県郷土館
「文翔館」

やまぎん
県民ホール

山形テルサ

山形市民会館

山形県立
博物館
●

山形県トップコンサート
令和3年度 第26回

時間╱13：30開演（12：30開場）
会場╱やまぎん県民ホール
　　　大ホール

3 21月祝

小曽根真 60TH BIRTHDAY SOLO 
OZONE60+ CLASSIC×JAZZ

時間╱14：00開演（13：00開場）
会場╱山形テルサ テルサホール

3 26 土

ピアノ：小曽根 真出演

一般券 4,500円（4,100円）╱ボックス席 5,000円（4,500円）
学生券 2,000円（1,800円）※高校生以下（全席指定）　

料金

一般 1,100円（当日1,300円）╱高校生以下 500円（当日700円）（全席自由）
※未就学児 入場無料（ただし、席が必要な場合は有料）

料金

無料（全席自由）　料金

JR東日本 山形駅主催

仙台ターミナルビル株式会社協力

山形テルサ指定管理者 
一般財団法人 山形市都市振興公社

主催

山形テルサ TEL：023-646-6677問合

山形県総合文化芸術館 
指定管理者 みんぐるやまがた、
山形県芸術文化協会

主催

やまぎん県民ホール
チケットデスク 
TEL：023-664-2204

問合

小曽根 真

やまぎん県民ホール

山形テルサ

山形市民会館

山形県郷土館「文翔館」

J R山形駅東西自由通路

2022

3 19 27土 日

街歩きアート＆カルチャーウィーク

“あるいて かんじて ひびきあう”

今年60歳の節目を迎えた世界的ジャズ・ピアニスト、小曽根真。彼の真骨頂である
ジャズと近年本格的に取り組み高い評価を得ているクラシックの演奏を一度に
味わう、「小曽根ワールド」全開のコンサートを是非会場でご堪能ください！

やまがたエキナカマルシェ
時間╱10：00～16：00
会場╱山形駅東西自由通路

3 27日
ＪＲ山形駅とホテルメトロポリタン山形、エ
スパル山形、村山地域の自治体が力を合わ
せ、エキナカマルシェを開催！
ラストランの「とれいゆ つばさ」も走るよ！

無料（山形県立博物館無料開館日）料金

山形県立博物館協力

山形県立博物館

ミュージアム・
エレクトーンコンサート

時間╱①11：00～11：30
　　　②13：30～14：00
会場╱山形県立博物館

3 20 日

山形の記憶や歴史が詰まった博物館内で、デモンスト
レーターによるエレクトーンコンサート！

2021年度に全国大会への出場などの成績をおさめた学校・団体
等によるコンサート。合唱、吹奏楽、マーチングバンドなど。

小林沙羅 ソプラノ・リサイタル
時間╱15：00開演（14：15開場）
会場╱文翔館 議場ホール

3 26 土

数多くの劇場や話題作への出演を重ね、今最も勢いのある若手ソプラ
ノとして注目されている小林沙羅によるリサイタル。世界から絶賛され
ている高い技術力と類い稀な表現力で、日本歌謡からオペラ歌曲まで伸びやかに歌い上げます。 

山形在住の詩人・いとう柚子と作曲家・名倉明子
による新作の女声合唱曲をアンサンブルbelle
（ベッレ）が歌うとともに、ソプラノ歌手・真下祐子
の独唱を披露する魅力的なコンサート。

小林沙羅、河原忠之（ピアノ）
中田喜直：さくら横ちょう╱シューマン：春だ！╱ラフマニノフ：春の流れ
モーツァルト：オペラ『ドン・ジョヴァンニ』より ぶってよマゼット 他

出演

アンサンブルbelle、真下祐子（ソプラノ）他出演

内容

一般 3,200 円（当日3,700円）╱高校生以下 1,600 円（当日1,900円）（全席自由）　料金

山形市・山形市民会館指定管理者 山形市民会館管理運営共同事業体主催

山形市民会館 TEL：023-642-3121問合

文翔館  TEL：023-635-5500問合

山形県・公益財団法人山形県生涯学習文化財団主催 文翔館  TEL：023-635-5500問合

名倉明子作品を歌う
～アンサンブルbelleと
　　　　　ソプラノ独唱～

文翔館創作公演事業

ファンタジックコンサート
時間╱14：00開演（13：15開場）
会場╱山形市民会館 大ホール

時間╱14：00開演（13：15開場）
会場╱文翔館 議場ホール

3 19 土
うたのおにいさん・おねえさんと一緒
に、生のオーケストラの演奏に合わせ
て遊んじゃうコンサートです。

歌のおにいさん
歌のおねえさん
指揮
管弦楽

新井宗平
山本かずみ
佐藤寿一
山形交響楽団

ドレミの歌　にじ　
おもちゃのチャチャチャ　ほか

出演

内容

500円（全席指定）　3歳未満のひざ上鑑賞無料料金

山形市中心市街地

無料・事前申込不要　先着100名まで料金

城下町やまがた探険隊、山形市観光協会運営主体

城下町やまがた探険隊
“舞子のいる街”めぐり

時間╱9：30～13：00頃（受付9：00～）
受付場所╱文翔館前広場

フェスティバル特別仕様「や
まがた－建物－時代絵巻」で
城下町山形を彩る歴史的建
物をめぐり、最後にやまがた
舞子の華やかな舞を鑑賞。記
念撮影、抽選会も！

有料（詳しくはお問い合わせください）、要事前予約料金

まちなかクラフト2022 春 実行委員会主催

無料料金

10：00～16：00時間

日本航空協力

無料料金

①10：00～10:20 　②10：40～11：00
③11：20～11：40

時間

映画上映 ①10：30～　②13：30～
ワークショップ 10：30～

時間

東北文教大学 児童文化部協力

無料料金

山形大学地域教育文化学部 文化創生コース
音楽研究会

企画・運営

TEL：090-9424-4528（刺し勇）予約・問合

まちなかクラフト
ワークショップ

時間╱9：30～16：30
会場╱やまぎん県民ホール
　　　2階会議室
クラフト作家に作り方を直接
教わるワークショップ。

3 25金

時間╱10：00～16:00
会場╱やまぎん県民ホール

3 27日
やまぎん県民ホール
オープンハウス2022

オーケストラの日2022

オーケストラとあそぼう！

時間╱16：00開演（15：00開場）
会場╱やまぎん県民ホール　大ホール

3 27日
Greetings　山響メンバーと紡ぐ5つのコンチェルト＆おもちゃで奏でる交響曲！
全国のプロフェッショナル・オーケストラでは、オーケストラにもっともっと親しんで、楽しんで
頂こうと、それぞれの地域で工夫を凝らした「オーケストラの日」を展開しています。

指揮：阪 哲朗
クラリネット：本田 有里恵
オーボエ：柴田祐太
ホルン：梅島洸立

トロンボーン：篠﨑 唯
コントラバス：三崎屋 義知
管弦楽：山形交響楽団

グルック：歌劇「オルフェオとエウリディーチェ」序曲
モーツァルト：オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314(285d)より 第１楽章
モーツァルト：クラリネット協奏曲 イ長調 K.622より 第１楽章
ヴァンハル：コントラバス協奏曲 ニ長調より 第１楽章
R.シュトラウス：ホルン協奏曲 第1番 変ホ長調 Op.11より第３楽章
チャイコフスキー：歌劇「エフゲニー・オネーギン」組曲より
L.モーツァルト：おもちゃの交響曲

出演

内容

一般1,500円╱高校生以下500円

10：00～11：30（入場無料・申込不要）
・指揮者体験　・ミニ・コンサート　
・スタンプラリー　・楽器博物館　
・バックステージツアー

料金

阪 哲朗

佐藤 寿一 新井 宗平╱山本 かずみ

お話の世界へようこそ

★箸作り（対象：親子）

★クロモジのサシェ（匂い袋）作り

県産木製の箸とサシェ（匂い袋）を自分で作ってみよう!

日本航空ブース
●スタジオ1

ブース内にて折り紙ヒコーキ
的入れゲームや、「ボッチャ」体
験など楽しいイベントを開催！

①9：30～10：00　②15：00～15：30時間

無料料金

株式会社富岡本店協力

ジェイコブ・コーラー「軽トラピアノ」コンサート

10：00～16：00時間

まちなかクラフト2022 春 実行委員会主催

まちなかクラフトvol.12 2022春
春空の下、お気に入りの一品を見つけに来てください。

10：00～16：00時間

青空キッチン
いろんなキッチンカーや出店
グルメを楽しんじゃおう！

『セロ弾きのゴーシュ』
（監督 高畑勲/1982年製作/63分/日本）

上映作品

500～800円（要事前申込）料金

認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭主催

認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭
TEL：023-666-4480

申込・問合

山形国際ドキュメンタリー映画祭（YIDFF）
出張上映＋親子ワークショップ

●スタジオ2＆練習室3

YIDFFが選んだ珠玉の映画上映に加え、イラストを動か
してアニメーションを作るワークショップなどを開催！

山形県内の障がいのある人による表現の「きざし」と、
その表現に寄り添う「まなざし」を紹介するプロジェクト。

●練習室1

みんなで手遊びを楽しもう！エプロンシアター、大型
絵本、大型紙芝居を使った楽しいお話がいっぱい！

いづれも無料（当日受付・先着順）料金

①10：00～11：30　定員6組　
②11：30～13：00　定員6組

時間

14：00～16：00　随時　定員50名時間

公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構協力

わくわく！木工体験会！
●練習室2

●イベント広場
10：00～15：00時間

ロビーリレーコンサート
山形大学の学生によるリレーコンサート

●1階ロビー

無料料金

無料料金

山形県立山形中央高等学校協力

①10：00～12：00　②14：00～16：00時間

山形県立山形中央高等学校制作ボードゲーム
「山形しかカタン！」プレイイベント

●共有スペースA

halkenLLP、やまがたアートサポートセンターら・ら・ら企画

「きざしとまなざし」特別展
●共有スペースA・B展示（展示期間：3/19～27）

※（　）の料金はテルサメンバーズ会員・賛助会員価格
※テルサメンバーズ価格でチケットをご購入いただけ
るのは山形テルサ窓口に限ります。
※未就学児の入場はお断りいたします。また、乳幼児
の同伴はできません。
※当日は2～5歳のお子様をお預かりする「無料キッズ
ルーム」を開設いたします。
　ご利用の方は3月15日（火）までに山形テルサにお申
し込みください。

※未就学児入場不可（無料臨時託児所有り。要予約）

※３歳以上のお子さまはチケットが必要です。また、３歳未満のお子さまでもお席が必要な
　場合はチケットをお買い求めください。

※小学生以上が入場いただけます

小林 沙羅

問合

まちなかクラフト2022 春 実行委員会主催

TEL：090-9424-4528（刺し勇）
問合

山形県・公益社団法人山形交響楽協会主催

共催

山響チケットサービス
TEL：023-616-6607

まちなかクラフト
vol.12  2022春

時間╱10：00～16：00
会場╱やまぎん県民ホールイベント広場
29組のクラフト作家、手工芸作家、職人を迎え
て作品の展示販売を行います。
春空の下、お気に入りの作品を見つけに来てく
ださい。

3 26 土 27日

3 20日 26 土

同日開催

〈ワークショップとミニコンサート〉

山形県・公益財団法人山形県生涯学習文化財団主催

3 20 日

（スタート：文翔館～ゴール：やまぎん県民ホールのコース）

無料料金

街なかライブピアノ
3 19 27日土～

※「つむぐピアノ」演奏可能日時、ストリート
ピアノの演奏可能日時については決定次
第、ホームページでお知らせします。

公益社団法人日本オーケストラ連盟

やまぎん県民ホールの「つむぐピアノ」と七日町御殿堰に特別
設置するストリートピアノを自由に演奏して、街なかに音楽を
響かせよう！

C Masaki ARIYAMAC Masaki ARIYAMA

C NIPPON COLUMBIAC NIPPON COLUMBIA

C Kazuhiko SuzukiC Kazuhiko Suzuki

photo Kazuyoshi Shimomura
（AGENCE HIRATA）
photo Kazuyoshi Shimomura
（AGENCE HIRATA）
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