
2023年2月11日（土・祝） ～ 3月29日㈬
10：00～19：00　※金曜日･土曜日は20：00まで （入場は閉館の30分前まで）

大分県立美術館 １階 展示室A

※（　）内は前売りおよび有料入場20名以上の団体料金　
※大分県芸術文化友の会 びび KOTOBUKI 無料（同伴者1名半額）、TAKASAGO 無料、UME 団体料金　
※障がい者手帳等をご提示の方とその付添者1名は無料　※学生の方は入場の際、学生証をご提示ください　
※「イメージの力　河北秀也のiichiko design」の会期中に限り、本展の半券提示でコレクション展を無料でご覧いただけます。

イメージの力  河北秀也のiichiko design

一般 800（600）円 ／ 大学・高校生 500（300）円 ／ 中学生以下 無料

主催：公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団・大分県立美術館

ポスター 2021年2月

雑誌広告 2020年3月 地下鉄マナーポスター 1976年6月
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Pick up !

講演会「イメージの力　iichiko�designが目指したもの」�
ア�2023年２月11日�（土・祝）�14：00～ 15：30

ギャラリートーク��A �2023年２月25日�㈯・�３月18日�㈯�各日14：00～ 15：00

講師：河北秀也（アートディレクター／東京藝術大学名誉教授）　
参加費：無料（要事前申込※）　定員：150名

参加費：無料
（要展覧会観覧券／申込不要）

ポスター2005年10月

ポスター1998年3月

ポスター2004年3月

三和酒類�特別ブース��ア�2023年３月11日�㈯��10：00～ 17：00

ビリー ･バンバン�コンサート

お問合せ：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 広報･連携推進課　TEL.097-533-4007
お問合せ： （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 企画普及課 

TEL.097-533-4004

歴代「iichiko」のCMを鮮やかに彩った楽曲を中心に
お届けします。

iichikoをはじめとする商品の試飲や、アルコール体質の理解を深めるブースなどを出展

2023年３月11日�㈯��
13：30開場�／ 14：00開演�／�16：00終演予定

iichiko
音の泉ホール

関連イベント

※当館HPの申込みフォームからお申込みください。定員に達し次第、締切りとさせていただきます。

presents

一般� 800（600）円
大学・高校生� 500（300）円
中学生以下� 無料

大分県宇佐市の酒造メーカー、三和酒類株式会社が販売するロングセラー商品「いいちこ」。心地よい
風景の中に佇むボトルのポスターをはじめ、雑誌広告やCMなど、そのプロモーションをすべて手がけ
てきたのがアートディレクターの河北秀也です。1979年に発売されてから、九州で少しずつ売上を伸
ばしていた「いいちこ」は、河北が作り上げたイメージの力も手伝って、一気に全国に名を馳せるブラ
ンドになりました。本展覧会は、一貫した世界観でデザインの本質を提示してきたiichiko�designの全
貌を紹介するとともに、河北秀也のデザイン思考についても掘り下げます。

※（　）内は前売りおよび有料入場20名以上の団体料金　※大分県芸術文化友の会�びび�KOTOBUKI�
無料（同伴者1名半額）、TAKASAGO�無料、UME�団体料金　※障がい者手帳等をご提示の方とその付添
者1名は無料　※学生の方は入場の際、学生証をご提示ください　※「イメージの力　河北秀也の
iichiko�design」の会期中に限り、本展の半券提示でコレクション展を無料でご覧いただけます。

イメージの力
河北秀也のiichiko design
A ��2023年２月11日（土・祝）�～�３月29日㈬��
�10：00～ 19：00�※金曜日・土曜日は20：00まで（入場は閉館の30分前まで）��※休展日なし

チケット発売日 びび割有

びび  １月19日㈭ ／ 一般  １月26日㈭
〈全席指定〉�一般�2,000円�／�25歳以下�1,000円�



１階 展示室AA 1 階 アトリウムア ２階 研修室／アトリエ研 ３階 展示室BB ３階 コレクション展示室コ ３階 ホワイエホ

café Charité（カフェ シャリテ） 大分県立美術館 ２階
OPEN／11：00～17：00（LO16：00） ※ランチタイムは14：00まで　定休日なし　Tel.097-578-7788

OPAM Museum Shop 大分県立美術館 1階
OPEN／10：00～19：00　※金曜日・土曜日は20：00まで　定休日なし　Tel.097-529-5177

M u s e u m  S h o p
ミュージアムショップのおすすめ商品

c a f é  C h a r i t é  
カフェ シャリテのおすすめメニュー 

● OPAMお土産セット 990円（税込）
・クリアファイル １点
・ポストカード １点
・メモ帳 ２点
・マスキングテープ　 １点

久住の自社農場で育てられた『どんこしいたけ』
を贅沢に使い、しいたけの旨味がたっぷりとク
リームソースに溶け込んでいます。久住の自社工
場で作られた自家製ベーコンの芳醇な香りと、挽
きたてのペッパーが食欲をそそる逸品です。

● 大分県産どんこしいたけと
　 自家製ベーコンのクリームパスタ
 1,150円（税込）
久住の自社農場で育てられた『どんこしいたけ』
を贅沢に使い、しいたけの旨味がたっぷりとク
リームソースに溶け込んでいます。久住の自社工
場で作られた自家製ベーコンの芳醇な香りと、挽
きたてのペッパーが食欲をそそる逸品です。

OPAMオリジナルグッズのお買得セット。
３月末までの限定販売です。

学芸員による�
ギャラリートーク�

びびコレクション展�
オープニングレクチャー

スペシャルギャラリートーク

①�恩地孝四郎とその時代�　

②�戦後のデザインとアート

ゲスト：カモシカ書店�岩尾晋作�
参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）

ゲスト：�大分県立芸術文化短期大学�
美術科教授�西口顕一

参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）

参加費：無料（KOTOBUKI・TAKASAGOは要会員証、UME・MEJIROは要観覧券／申込不要）

大分県芸術文化友の会�びび会員の方を対象に担当
学芸員によるギャラリートークを行います。

本展にご協力いただいた方々をお招
きし、作品や背景について学びます。

「デザイン」とはなんでしょうか？答えはひとつではありません。
「デザイン」には「図案」「模様」「設計」「造形」「構想」など多岐にわたる意味があり、「描く」（draw）
や「計画する」（plan）などの行為も表します。創造的な営みという点で「デザイン」はいつの
時代も美術と切り離せない存在です。企画展「イメージの力�河北秀也のiichiko�design」と時
期を同じく開催される本展では、「デザイン」を幅広い視点から捉え、所蔵品にみる「デザイン」
の諸相を紐解きます。本展が「デザイン」について考える一つのヒントになれば幸いです。

令和４年度に新たに収蔵
した作品をご紹介します。

木版画や装幀の分野で活躍した恩地孝四郎の多元的な
創作の展開を、貴重な本や資料とともに読み解きます。

戦後日本のグラフィックデザ
インをリードしたデザイナー
の仕事をご紹介するととも
に、アートとデザインが交
わった時代を振り返ります。

※（　）内は有料入場20名以上の団体料金　※大分県芸術文化友の会�びび�KOTOBUKI�
無料、TAKASAGO�無料、UME�団体料金　※高校生は土曜日に観覧する場合は無料　　
※県内の小学・中学・高校生（これらに準ずる者を含む）とその引率者が教育課程に基
づく教育活動として観覧する場合は無料　※障がい者手帳等をご提示の方とその付
添者1名は無料　※学生の方は入場の際、学生証をご提示ください　※開催中の企
画展半券提示で1枚につき1回無料

一般� 300（250）円
大学・高校生� 200（150）円
中学生以下� 無料

2022コレクション展Ⅳ

造形紀行 「デザイン」の楽しみ
コ ��2023年２月２日㈭�～�4月10日㈪�10：00～ 19：00
※�金曜日・土曜日は20：00まで�（入場は閉館の30分前まで）��※３月８日㈬は展示替えのため休展

関連イベント  

永井一正 《X-2》 1974年

宇治山哲平 《ふくろう》 1951年

�コ��2023年２月12日�㈰・�３月26日�㈰�各日14：00～ 15：00�
�2023年２月17日�㈮・�４月２日�㈰�各日18：00～ 19：00

�コ��2023年２月２日�㈭�14：00～ 15：00

�コ��2023年２月26日�㈰�14：00～ 15：00�
��2023年３月18日�㈯�18：00～ 19：00

�コ��2023年３月12日�㈰�14：00～ 15：00

ようこそ、OPAMへ！

デザイン好き、必見！ 

アイデア、いっぱい。

みどころ�　1

みどころ�　2

みどころ�　3
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ワークショップは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を考慮して実施しています。実施日な
どの詳細は、ホームページをご覧ください。入館に際しては入口にて検温をお願いしております。

その他、OPAMブログの中で、
自宅でできるワークショップを
掲載しているので、ご覧ください。

2022 コレクション展Ⅳ 	

造形紀行  
「デザイン」の楽しみ

２月２日木▶４月10日月 ��
※休展日：３月８日水

主催企画展 	

イメージの力 
河北秀也のiichiko design
２月11日土祝 �▶３月29日水 �

Monthly Event Calendar 2023  3 March

第5回全国小中学生 
書道チャンピオン大会・作品展 貸館
3月2日木▶3月5日日 ��
10：00～18：00�※最終日は17：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：那賀／TEL.090-4581-7301

素材から彫刻へのアプローチ 
－それぞれの造形三人展－ 貸館
3月14日火▶3月19日日 ��
10：00～18：00�※最終日は16：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：�
かわさき／TEL.090-1086-1880

第44回九州創光写真展 貸館
3月7日火▶3月12日日 ��
10：00～19：00�※最終日は16：00まで　
入場料：�一般�500円／学生無料
お問合せ先：�
九州創光写真協会（伊藤）／TEL.090-8839-7041

竹の。 –Bスクエア展示会– 貸館
3月3日金▶3月5日日 �※最終日は18：00まで
入場料：�無料　お問合せ先：大分県産業科学技術センター（代表）�（製品開発支援担当�兵頭）／TEL.097-596-7100

芸術文化教養講座 特別編 「世界古代文明の聖地を巡る旅」
3月1日水 �18：00～19：30　講師：�奈良国立博物館館長�井上洋一　
お問合せ先：（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団�広報・連携推進課／TEL.097-533-4007

第41回大分県ジュニアデザイン展 共催

3月21日火祝▶3月26日日 ��
10：00～19：00�※最終日は17：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：�
大分県造形教育研究会�事務局（坂本卓也（別府市立北部中学校））�
TEL.0977-67-2195

関連イベント

三和酒類 特別ブース
３月11日土 �10：00～17：00　�
会場：▪１階�アトリウム�
お問合せ先：�
（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団��
広報･連携推進課／TEL.097-533-4007

関連イベント

iichiko presents ビリー･バンバン コンサート
３月11日土 �14：00開演　会場：iichiko音の泉ホール�
お問合せ先：�（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団��

企画普及課／TEL.097-533-4004

関連イベント  
学芸員による 
ギャラリートーク
３月26日日 �14：00～15：00
参加費：�
無料（要展覧会観覧券／申込不要）

関連イベント  
スペシャルギャラリートーク 
②	戦後のデザインとアート
３月12日日 �14：00～15：00
ゲスト：�大分県立芸術文化短期大学�

美術科教授�西口顕一
参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）

関連イベント  
スペシャルギャラリートーク 
①	恩地孝四郎とその時代
３月18日土 �18：00～19：00
ゲスト：�カモシカ書店�岩尾晋作
参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）

関連イベント  
ギャラリートーク
３月18日土 �14：00～15：00
参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）
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朝のおとなの1010（てんてん）講座 
お話から体験まで

どなたでもワークショップ
アトリエ・ミュージアム みんなでつくろっ！

特別ワークショップ 
視覚と触覚を楽しもう！ ～眼で触る

夜のおとなの金曜講座 
お話から体験まで

OPAM美術部 
アーティストとの出会い

特別ワークショップ・レクチャー 
「What's Museum? Ⅲ 糸・布・衣」
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プログラム

2022 コレクション展Ⅳ 	

造形紀行  
「デザイン」の楽しみ

２月２日木▶４月10日月 ��※休展日：３月８日水

主催企画展 	

イメージの力 
河北秀也のiichiko design
２月11日土祝 �▶３月29日水 �
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第61回 
大分県立芸術文化短期大学 
卒業修了制作展 貸館
１月31日火▶２月５日日 ��
▪１階�展示室A、▪３階�展示室Bで開催
10：00～19：00�※最終日は16：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：�
大分県立芸術文化短期大学美術科�
（美術科長�鈴木慎一）�
TEL.097-545-0542（代表）

第61回 
大分県立芸術文化短期大学 
卒業修了制作展 貸館
１月31日火▶２月５日日 ��
▪１階�展示室A、▪３階�展示室Bで開催
10：00～19：00�※最終日は16：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：�
大分県立芸術文化短期大学美術科�
（美術科長�鈴木慎一）�
TEL.097-545-0542（代表）

2023 別府大学卒業制作展 貸館
2月7日火▶2月12日日 ��
10：00～19：00�※最終日は16：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：別府大学�広報室　�
TEL.0977-66-6262

第74回大分県 
学校書写書道展 貸館
2月15日水▶2月19日日 ��
10：00～19：00�※最終日は17：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：�
小野／TEL.080-7985-9651　�
（16：00～19：00)

第1回 大分県中学生の美術展 貸館
2月21日火▶2月26日日 ��
10：00～17：00�※最終日は16：00まで　
入場料：無料
お問合せ先：�大分県中学校文化連盟�

TEL.097-574-7781

2023’大分県美術協会書道部会大分支部展 貸館
2月21日火▶2月26日日 ��
10：00～18：00�※最終日は16：00まで　
入場料：�無料
お問合せ先：事務局（佐藤青瑶（弘子））／TEL.090-5943-3295

日本文理大学 建築学科 
「スペースデザイン」作品展 貸館
2月4日土▶2月5日日 ��
入場料：無料�
お問合せ先：近藤� �kondo@nbu.ac.jp

関連イベント

講演会「イメージの力  iichiko designが目指したもの」
２月11日土祝 �14：00～15：30　会場：▪１階�アトリウム�
講師：河北秀也（アートディレクター／東京藝術大学名誉教授）　参加費：無料（要事前申込）　定員：150名
申込方法：�当館HPの申込みフォームからお申込みください。定員に達し次第、締切りとさせていただきます。

関連イベント  
学芸員による 
ギャラリートーク
２月12日日 �14：00～15：00
参加費：�
無料（要展覧会観覧券／申込不要）

関連イベント  
びびコレクション展オープニングレクチャー
２月２日木 �14：00～15：00
参加費：無料（KOTOBUKI・TAKASAGOは要会員証、UME・MEJIROは要観覧券／申込不要）

関連イベント  
学芸員による 
ギャラリートーク
２月17日金 �18：00～19：00
参加費：�
無料（要展覧会観覧券／申込不要）

関連イベント  
スペシャルギャラリートーク 
①	恩地孝四郎とその時代
２月26日日 �14：00～15：00
ゲスト：カモシカ書店�岩尾晋作�
参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）

関連イベント  
ギャラリートーク
２月25日土 �14：00～15：00
参加費：無料（要展覧会観覧券／申込不要）



iichiko Culture Center & Oita Prefectural Art Museum
I N F O R M A T I O N

ホームページ
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●JR大分駅から徒歩15分

●大分自動車道大分ICから
車にて約10分

●大分空港から特急バス「エアライナー」
にて大分駅まで約60分

総合文化センター

大分県立美術館

地下2階
（8：00～23：00）
約300台

地下1階
（8：00～23：00）
及び屋外（24時間）
約250台

■ 駐車場

［企画・発行］　

（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団　
〒870-0029 大分市高砂町2-33　TEL 097-533-4007

ACCESS交通アクセス情報
iichiko総合文化センター主催事業について、インターネット上で席種・座席指定での購入が
できます。ご利用ください。詳しくはiichiko総合文化センター ホームページでご覧ください。

●iichiko総合文化センター
　（OASISひろば21）1階インフォメーション

●トキハ会館 ３階プレイガイド
　TEL 097-538-3111 ●チケットぴあ（セブン-イレブン各店ほか）

●ローソンチケット（ローソン各店）

●ヱトウ南海堂
　TEL 097-529-7490

●トキハ別府店
　TEL 0977-23-1111

iichiko 総合文化センター主催事業チケットの
大分県内取扱いプレイガイド ※公演により取扱わない場合があります。

TICKETチケットの購入について

iichiko総合文化センター・大分県立美術館では、皆様からのご意見などを
受け付けております。右記QRコードより、お問合せください。

友の会
iichiko総合文化センターと大分県立
美術館（OPAM）を中心に大分県の芸
術・文化を多くの皆さんに楽しんでも
らうメンバーシップです。

KOTOBUKI TAKASAGO UME MEJIRO

10,000円
法 人 （一口）

50,000円 5,000円 2,500円 無　料
メンバーステージ

年 会 費

友の会「びび」って？ 友の会びびの詳細はこちら

メンバー期限内に更新いただくと、 年会費が10％割引‼
●主な有料会員特典内容

特典１ 特典2 特典3 特典4

ACCESS交通アクセス情報

BIVI友の会「びび」情報  入会のご案内

TICKETチケットの購入について

お問合せ：大分県芸術文化友の会びび　TEL 097-533-4025（平日9：00～17：00）　　　 bivi@opam.jp

iichiko総合文化センター 大分県立美術館

「iichiko総合文化センター」
主催・共催公演

先行予約＆割引

動画配信サイト
「びびVision」

特別な動画の鑑賞

「iichiko総合文化センター」＆
「大分県立美術館（OPAM）」で使える

駐車券の進呈

「大分県立美術館（OPAM）」
企画展・コレクション展

 無料or割引

特別特別
新規入会・再入会
　　キャンペーン

いま、友の会びび有料会員にご入会いただくと、
有効期間を一律2024年３月末まで延長します！
早く入会するほどおトクに両館をお楽しみいただけます！

キャンペーンの
詳細はこちら

■ 長崎県美術館　■ 熊本県立美術館
■ 大分市美術館　■ 別府市竹細工伝統産業会館
■ 長崎歴史文化博物館（「長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム」も可能）
上記の館が主催する企画・常設展を団体料金で観覧できます。
※注意：企画・常設展の開催状況及び割引対象展覧会等については各館にご確認ください。

■ 九州国立博物館　
主催する文化交流展を一般560円、大学生280円で観覧できます。

■ COMICO ART MUSEUM YUFUIN　
観覧料200円割引で観覧できます。

びび有料メンバーカード提示で
お得な美術館・博物館



Space Be 県民ギャラリーギSpace Be リハーサル室リアトリウムプラザアグランシアタグ 音の泉ホール音 Space Be 映像小ホール映

法律専門家無料相談
２月	４、18、25日（11日はお休み）	
３月	４、11、18、25日	
	（毎週土 	13：00～16：00）

中国語無料相談
２月	２、９、16日（23日はお休み）	
３月	２、９、16、23、30日
	（毎週木 	10：00～13：00）

タガログ語無料相談 ２月	４日土、21日火　13：00～ 16：00
３月	４日土 	（21日はお休み）	　13：00～ 16：00

※各無料相談日については変更になることがあります。

Oita Information & Support Center　
大分県外国人総合相談センター相談日のご案内

Oita International Plaza　
おおいた国際交流プラザ情報

おおいた国際交流プラザ（iichiko 総合文化センター 地下 1 階）
TEL.097-533-4021　FAX.097-533-4052　HP▶https://www.oitaplaza.jp/

金曜日13：30 ～ 15：00にFree�Talk�Classを開催しています。参加費は無料で、定員
は各10名です。（※事前予約制。申込みが多い場合は、１週間前に抽選を行います。抽選の
結果はメールにてご連絡します。）
※変更になる可能性があります。詳細はHPをご覧ください。

Free Talk Class ～大分県の国際交流員とお話しましょう♪♪～

関  連  施  設  情  報
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催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

24
金

みやざき内科リウマチクリニック開院
五周年記念講演会・演奏会
▪吉冨信長　▪鈴木利枝　▪宮﨑吉孝
13：00開場/13：30開演/16：30終演予定

要整理券
みやざき内科�
リウマチクリニック�
TEL097-558-5600�
（15：00～ 18：00）

26
日

財団主催

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ 
第14回定期演奏会
▪船橋洋介（指揮）�
▪水谷�晃（ヴァイオリン）�
▪iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
13：15開場/14：00開演/16：00終演予定

� 一般	 1,000円
� 学生	 500円
� 未就学児� 無料
（全席指定）
※４歳以上入場可

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く
10：00～17：00）

27
月

大分舞鶴高等学校吹奏楽部 
第19回定期演奏会
17：00開場/17：30開演/20：00終演予定

500円
（全席自由）

大分舞鶴高等学校�
吹奏楽部�
（泥谷）�
TEL097-558-2268

28
火

大分豊府中学校・高等学校吹奏楽部 
第16回定期演奏会
▪大分豊府中学校・高等学校吹奏楽部
17：30開場/18：00開演/20：30終演予定

� 一般	 1,000円
� 高校生以下	 500円
（全席自由）

大分豊府高等学校�
吹奏楽部�
（中村）�
TEL097-546-2222

第28回大分上野丘高等学校吹奏楽部
定期演奏会
▪大分上野丘高等学校吹奏楽部
17：30開場/18：00開演/21：00終演予定

�一般	 500円
�学生（中学生以上）	300円
�小学生以下� 無料
（全席自由）

大分上野丘高等学校�
吹奏楽部�
（遠山）�
TEL097-543-6249

催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

29
水

大分南高等学校吹奏楽部第35回定期
演奏会～南風にのせて～
▪大分南高等学校吹奏楽部員
18：00開場/18：30開演/21：00終演予定

無料
（全席自由）

大分南高等学校�
吹奏楽部�
（河野）�
TEL097-597-6001

大分鶴崎高等学校吹奏楽部 
第22回定期演奏会
▪大分鶴崎高等学校吹奏楽部
17：30開場/18：00開演/20：00終演予定

一般　500円
（全席自由）

大分鶴崎高等学校�
TEL097-527-2166

ホール利用休止のお知らせ 【利用休止期間】
2023年4月1日 ～ 2024年5月（予定）

【利用受付開始時期】
2023年3月（予定）

iichikoグランシアタ及び iichiko音の泉ホールについて、大分県が天井の耐震改修工事を
実施いたします。このため、右記期間、両ホールの利用を休止いたします。皆さまにはご不
便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 ※�正式な利用受付開始日時は、決まり次第

ホームページ等でお知らせいたします。

催事名 期間／時間 お問合せ先

財団主催

iichikoグランシアタ 
ジュニアオーケストラ　 
フェスティバル2022

3月4日土  
10：00 ～ 12：00

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く�
10：00～17：00）

刀剣展示即売会 
及刀剣鑑定並買受。 
名品刀剣他火縄銃多数！

3月5日日～ 3月12日日
10：00 ～ 18：00 
※最終日は15：00まで

ギャラリー豊後�
三好正師�
TEL090-3604-8466�
（9：00～ 19：00）

青年海外協力隊ナビ 3月8日水  
17：00 ～ 20：00

大分県青年海外協力協会�
（長岡）�
TEL090-9497-7395

財団主催

ミュージカル体験
ワークショップ 〈発表〉

3月21日木祝  
18：45 ～ 19：15（予定）

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く�
10：00～17：00）



催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

1
水

藤澤菜那ピアノリサイタル
▪藤澤菜那　▪照屋篤紀
18：30開場/19：00開演/21：00終演予定

� 一般	 2,000円
� 学生（小・中・高・大）�　�
� 	 1,000円
（全席自由）

nana�
ピアノスタジオ・�
コンサート受付係�
TEL050-5583-3193�
（9：00～ 15：00）

2
木

令和４年度 
KCS大分情報専門学校 卒業式
9：30開場/10：00開演/11：30終演予定

関係者のみ
※学生、教職員、�
保護者等

KCS�
大分情報専門学校�
TEL097-537-3911�
（9：00～ 17：20）

3
金

令和４年度 IVY合同卒業式 
第38回卒業証書授与式
9：00開場/10：00開演/11：30終演予定

関係者のみ

学校法人�善広学園　
IVY総務部�
（本田）�
TEL097-537-2471�
（平日9：00～17：30）

5
日

財団主催

iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ 
フェスティバル2022 
ジョイントコンサート
▪フェスティバル応募者　�
▪iichikoグランシアタ・ジュニアオーケストラ
12：30開場/13：00開演/14：00終演予定

無料
（全席指定）
※要入場券

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く
10：00～17：00）

大分ウィンドフィルハーモニー 
第28回定期公演
▪大分ウィンドフィルハーモニー
13：30開場/14：00開演/16：00終演予定

［前売］　500円
［当日］　700円
未就学児��無料
（全席自由）

大分ウィンドフィル
ハーモニー事務局�
（手嶋）�
TEL090-2398-0924�
（10：00～ 16：00）

7
火

前川清ファミリーコンサート
▪前川�清　��▪紘毅　�
▪前川侑那　▪えとう窓口
12：30開場/13：00開演/15：00終演予定

S席　6,800円
（全席指定）

ソワード株式会社�
TEL0956-22-2036

10
金

大黒摩季 30th Anniversary  
Best Live Tour 2023
▪大黒摩季
17：30開場/18：30開演/21：00終演予定

�一般	 7,800円
�学生割引	 4,800円�
※高校生・中学生対象�

※当日3,000円を返金いたします

�キッズ割引	 2,800円�
※小学生以下対象�

※当日5,000円を返金いたします
（全席指定）

GAKUON�
ユニティ・フェイス�
TEL0985-20-7111�
（平日11：00～18：00）

財団共催

渡邊智道ピアノリサイタル
～伝説の名器CD75と共に～
▪渡邊智道
18：15開場/19：00開演/21：00終演予定

� 一般	 3,000円
� U25割	 2,000円
（全席自由）
※未就学児入場不可

ピアノ芸術研究会�
��watanabe.piano.�
�art.society�
�@gmail.com

催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

11
土

財団主催
大分県立美術館	
｢イメージの力	河北秀也のiichiko	design｣展		
連携企画 
iichiko presents　 
ビリー・バンバン コンサート
▪ビリー・バンバン
13：30開場/14：00開演/16：00終演予定

� 一般	 2,000円
� U25割	 1,000円
（全席指定）
※未就学児入場不可

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く
10：00～17：00）

飯倉貞子90才お祝いコンサート
13：30開場/14：00開演/16：00終演予定

� 一般	 1,000円
� 学生	 500円
（全席自由）

※学生料金は３才以上

大分市民合唱団�
ウイステリア・コール�
（猿渡）�
TEL090-3078-3078

13
月

休館日

17
金

財団共催

第61回卒業演奏会
▪本学音楽科卒業演奏試験成績優秀者
17：00開場/18：00開演/21：00終演予定

無料
（全席自由）
※要事前予約�

（3月16日〆切）

大分県立�
芸術文化短期大学�
音楽科�副手室�
TEL097-545-8758�
（平日8：30～17：00）

18
土

ウインドアンサンブル荷揚 
第30回定期演奏会
▪ウインドアンサンブル荷揚とその卒団生
13：30開場/14：00開演/16：00終演予定

無料
（全席自由）

ウインド�
アンサンブル荷揚�
（山﨑）�
TEL090-2585-5523�
（17：00以降）

19
日

大分西高等学校吹奏楽部 
第20回定期演奏会
▪大分西高等学校吹奏楽部
17：00開場/18：00開演/20：00終演予定

� 一般	 700円
� 小学生以下� 無料
（全席自由）

大分西高等学校�
吹奏楽部顧問�
（桑原）�
TEL097-543-1551

財団共催

第39回修了演奏会
▪本学専攻科音楽専攻修了演奏試験成績優秀者
17：00開場/18：00開演/21：00終演予定

無料
（全席自由）
※要事前予約�

（3月16日〆切）

大分県立�
芸術文化短期大学�
音楽科�副手室�
TEL097-545-8758�
（平日8：30～17：00）

23
木

令和4年大分大学卒業式・学位記授与式
9：15開場/10：00開演/11：00終演予定

関係者のみ
※学生（卒業生）・教職員

国立大学法人�
大分大学総務部�
総務課総務係�
TEL097-554-7406�
（平日8：30～17：15）
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催事名 期間／時間 お問合せ先

大分県立芸術文化短期大学　
グラフィックアートコース 

「So GRAPHICS 2023」
2月2日木～ 2月5日日  
10：00 ～ 20：00

大分県立芸術文化短期大学�
グラフィックアートコース�
TEL097-545-0542�
（平日9：00～ 17：00）

青年海外協力隊ナビ 2月8日水  
17：00 ～ 20：00

大分県青年海外協力協会�
（長岡）�
TEL090-9497-7395

Space Be 県民ギャラリーギSpace Be リハーサル室リアトリウムプラザアグランシアタグ 音の泉ホール音 Space Be 映像小ホール映

催事名 期間／時間 お問合せ先

「第3回大分県浄化槽絵はがき
コンテスト」展示会

2月16日木～ 2月22日水  
9：00 ～ 20：00 
※初日は10：00から�
※最終日は16：00まで

（公財）大分県環境管理協会�
総務企画課�
（塩月・森口）�
TEL097-567-1855�
（平日8：30～ 17：15）



催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

2
木

財団主催
タンタシオン・デ・ブルー関連企画	
通奏低音レクチャー
▪海野幹雄 ▪西山健一 ▪灘尾 彩 ▪西牧佳奈子
18：30開場/19：00開講/20：30終了予定

� 一般	 500円
	 25歳以下�無料
（全席自由）
※要事前申込、�
未就学児入場不可

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く
10：00～17：00）

3
金

財団共催

芸短音楽科コンサートシリーズNo.118 
声楽コース演奏会～声の響宴～
▪本学音楽科声楽コース�
▪�本学専攻科音楽専攻声楽コース学生��ほか
17：30開場/18：30開演/21：00終演予定

無料
（全席自由）
※要事前予約�

（２月２日〆切）

大分県立�
芸術文化短期大学�
音楽科�副手室�
TEL097-545-8758�
（平日8：30～17：00）

5
日

財団主催

タンタシオン・デ・ブルー 
12人によるチェロアンサンブル
▪海野幹雄 ▪西山健一 ▪北口大輔 ▪三森未來子�
▪玉川 克  ▪髙橋麻理子 ▪灘尾 彩  ▪西牧佳奈子�
▪黒川実咲 ▪加藤文枝 ▪武井英哉 ▪川岡光一

13：15開場/14：00開演/16：00終演予定

� Ｓ席	 3,000円
� Ａ席	 2,000円
� U25割�各席半額
（全席指定）
※未就学児入場不可

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く
10：00～17：00）

10
金

KCS大分情報専門学校 
卒業研究発表会 2022
12：00開場/13：00開演/16：00終演予定

関係者のみ
KCS大分情報専門学校�
（野田）�
TEL097-537-3911�
（平日9：00～17：20）

11
土
祝

第34回県警ふれあいコンサート
▪大分県警察音楽隊
13：00開場/14：00開演/15：30終演予定

要整理券
※当日券はありません

大分県警察本部�
広報課音楽隊�
（工藤）�
TEL097-536-2131�
（平日9：00～17：30）

第32回ピティナ・ピアノコンペティション 
受賞者コンサートin大分
▪幼稚園生～高校生
9：30開場/10：00開演/19：00終演予定

一般　1,000円
（全席自由）

ミュージックストア
ナガト�
TEL097-514-1555

13
月

休館日

14
火

財団共催

第48回日本フィル  
in Kyushu 2023 大分
▪広上淳一（指揮）　▪小林愛実（ピアノ）　�
▪日本フィルハーモニー交響楽団
18：15開場/19：00開演/21：00終演予定

Ｓ席　7,000円
Ａ席　6,000円
Ｂ席　5,000円
学生　2,000円
（全席指定）
※未就学児の入場は�
ご遠慮ください

日本フィル大分公演
実行委員会�
TEL080-4289-3134�
（平日10：00～17：00）

18
土

大分県庁職員吹奏楽団定期演奏会2023 
輝海響山～海と山の音楽会～
▪大分県庁職員吹奏楽団
13：15開場/14：00開演/16：00終演予定

� 一般	 1,000円
� 中・高生	 500円
� 小学生以下� 無料
（全席自由）

大分県庁職員吹奏楽団�
（わたなべ）�
TEL090-9072-7899�
（9：00～ 19：00）

おおいたオペラカンパニー コンサート
▪秋吉一央　▪洞田貫加奈子　�
▪本郷佳奈　ほか
18：00開場/18：30開演/21：00終演予定

一般　1,000円
（全席自由）

オペラカンパニー�
（野村）�
TEL090-2087-5647

19
日

大分県吹奏楽連盟創立60周年記念 
第22回豊の国ブラスフェスティバル 
～社会人バンドの響演～
▪大分県一般吹奏楽連盟加盟団体
13：00開場/13：30開演/16：00終演予定

無料
（全席自由）

大分県一般吹奏楽連盟�
（事務局長�赤峰）�
TEL090-3015-7065

パーカッショングループミレニアム
24thコンサート
▪大分県立芸術文化短期大学打楽器専攻有志
16：30開場/17：00開演/19：30終演予定

� 大人	 1,000円
� 高校生以下	 800円
（全席自由）

パーカッショングループ�
ミレニアム�
（三浦）�
��percussionmillennium�
�@gmail.com

催事名／主な出演者／時間 入場料等 お問合せ先

20
月

財団主催

ワンコインリレーコンサート vol.4 
金管五重奏団　Buzz Five
▪Buzz�Five
①13：15開場/14：00開演/15：00終演予定	
②18：15開場/19：00開演/20：00終演予定

500円
（全席指定）

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く
10：00～17：00）

21
火

明野第一幼稚園お楽しみ会
▪明野第一幼稚園
12：30開場/13：00開演/16：00終演予定	
※時間変更の可能性あり

関係者のみ
明野第一幼稚園�
TEL097-558-3562�
（15：00～ 17：00）

22
水

城南幼稚園お楽しみ会
▪城南幼稚園
9：10開場/9：30開演/11：30終演予定	
※時間変更の可能性あり

関係者のみ
城南幼稚園�
TEL097-543-0869�
（15：00～ 17：00）

千代町幼稚園お楽しみ会
▪千代町幼稚園
12：40開場/13：00開演/15：30終演予定	
※時間変更の可能性あり

関係者のみ
千代町幼稚園�
TEL097-538-1081�
（15：00～ 17：00）

23
木
祝

恐竜ラボ！ディノサバイバル  
DINO-A-LIVE 大分公演
▪白又敦　▪甲斐千尋
①9：45開場/10：30開演/11：30終演予定	
②12：45開場/13：30開演/14：30終演予定	
③15：45開場/16：30開演/17：30終演予定

�ダイナミックシート	5,900円
�Ｓ席	 4,200円
�Ａ席	 3,800円
（全席指定）

※ダイナミックシート購入
の方にはノベルティグッズ
のプレゼントがございます

TOSテレビ大分�
営業企画部�
TEL097-537-5515�
（平日10：00～17：00）

ルミエールフルートアンサンブル 
第10回定期演奏会
▪ルミエールフルートアンサンブル
13：30開場/14：00開演/16：00終演予定

［前売］
�一般	 2,500円
�高校生以下	1,000円

［当日］
�一般	 3,000円
�高校生以下	1,500円
�未就学児� 無料
（全席自由）

ルミエールフルート
アンサンブル�
事務局�
TEL090-2854-9116

24
金

財団主催

小林道夫チェンバロリサイタル最終章 
–J.S.バッハ／ゴルトベルク変奏曲–
▪小林道夫
18：15開場/19：00開演/21：00終演予定

� 一般	 3,000円
� U25割	 1,500円
（全席指定）

iichiko�
総合文化センター�
TEL097-533-4004�
（土日祝日、休館日を除く
10：00～17：00）

25
土

よしもとお笑いライブ in 大分2023
～実力派漫才師とすっちー大暴れ吉本新喜劇！～
▪中川家　▪テンダラー　▪オズワルド�ほか�
▪吉本新喜劇（すっちー�ほか）
①10：00開場/11：00開演/13：00終演予定	
②13：30開場/14：30開演/16：30終演予定

6,000円
（全席指定）

FANYチケット�
お問い合わせダイヤル�
TEL0570-550-100�
（10：00～19：00）

26
日

財団共催

NHK交響楽団演奏会大分公演
▪尾高忠明（指揮）　▪辻彩奈（バイオリン）�
▪NHK交響楽団（管弦楽）
16：15開場/17：00開演/19：00終演予定

Ｓ席　6,000円
Ａ席　5,000円
Ｂ席　4,000円
Ｃ席　3,000円

ユースチケットS席のみ
3,000円�

（小学生～25歳以下）
（全席指定）

NHK大分放送局�
TEL097-533-2800�
（平日10：00～18：00）

大分県トヨタ販売店協賛 
「OBSおはなしワールド」
▪OBS女性アナウンサー（６名）
13：00開場/13：30開演/14：30終演予定

要整理券
㈱大分放送�
TEL097-558-1111�
（9：00～ 17：00）

27
月

休館日
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●車イス席をご用意しております。ご希望の方は、予め当センターまでご連絡ください。
●�やむを得ない事情により、公演内容等が変更となる場合があります。
●新型コロナウイルス感染拡大防止ため、通常と異なる対応をする可能性がございます。予めご了承ください。

▶�各公演の詳細はこちらから　https://emo.or.jp/主催公演の
ご案内

iichikoグランシアタ･ジュニアオーケストラ

第14回定期演奏会

特別協賛：三和酒類株式会社

チケット発売日 びび割有  びび  1月19日㈭ ／ 一般  1月26日㈭  
〈全席指定〉�一般�1,000円�／�学生（高校生以下）�500円�／�未就学児�無料��※４歳以上入場可

チケット発売日 びび割有

びび  １月19日㈭ ／ 一般  １月26日㈭
〈全席指定〉�一般�2,000円�／�25歳以下�1,000円�

音��2023年３月11日㈯��13：30開場�／ 14：00開演�／�16：00終演予定

ア��グ���2023年３月４日㈯・５日㈰

リ��ア��2023年３月12日㈰・18日㈯・19日㈰・21日（火・祝）

グ��2023年３月26日㈰�
�13：15開場�／ 14：00開演�／�16：00終演予定

県内唯一のジュニアオーケストラで、
現在小学４年から21歳までのメン
バーが在籍。指揮者には今回で３回を
数える船橋洋介と、大分出身で東京交
響楽団コンサートマスターの水谷晃を
初めて迎え、１年の練習の成果を披露
します。

指揮：�船橋洋介　　ヴァイオリン：�水谷�晃
曲目：�シベリウス／交響詩『フィンランディア』�

メンデルスゾーン／ヴァイオリン協奏曲�ホ短調��
シベリウス／交響曲�第２番�ニ長調�
オッフェンバック／喜歌劇『天国と地獄』序曲

歴代 ｢iichiko｣ のCMを鮮やかに彩った楽
曲の数々を中心にお届けします。

曲目：また君に恋してる、これが恋というなら、夢を紡ぐ季節　ほか��
※曲順未定、曲目および公演内容が変更となる場合があります

大分県立美術館｢イメージの力�河北秀也のiichiko�design｣展�連携企画

ビリー・バンバンコンサート
presents

ジュニアオーケストラメンバーと一緒に練
習し、講師の特別レッスンを受け、グラン
シアタのステージに立ち
ましょう！この機会にぜ
ひ、オーケストラの魅力
を体験してください。

※7/30、31の振替イベントです

ブロードウェイミュージカ
ルの名曲を歌って踊る、
大人気のワークショップを
今年も開催！参加料等の詳
細はiichiko総合文化セン
ターHPをご覧ください。
※8/3～6の振替イベントです

iichikoグランシアタ･ジュニアオーケストラ 

フェスティバル2022

ミュージカル体験ワークショップ

楽器体験・特別
レッスンはこち
らのQRコード
よりお申込みく
ださい。

�⃝�４日㈯�初心者楽器体験、経験者特別レッスン�
※対象：小学１年～高校２年生

⃝�５日㈰�ジョイントコンサート���
�12：30開場�／ 13：00開演�／ 14：00終演予定�
�〈全席指定〉�無料　※要チケット

申込開始日  びび  1月26日㈭ 13：00～※ ／ 一般  2月９日㈭ 10：00～

小学生の部
（小学4～6年生） 中高大学生の部 大人の部

練習曲
スキンブルシャンクス

（ミュージカル�
『キャッツ』より）

Don't�Tell�Mama
（ミュージカル�

『キャバレー』より）

ブッシェルとペック
（ミュージカル�

『ガイズ＆ドールズ』より）

※�びびのステージにより申込開始日、時間が異なります。

⃝�12日㈰・18日㈯・19日㈰��レッスン　⃝�21日（火・祝）��発表��18：45開始�／ 19：15終了予定
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iichiko総合文化センター［（公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団］TEL.097-533-4004主催・お問合せ 「びび割」に
ついて

「友の会びび」の特典の一つです。会員になりますと、iichiko総合
文化センター主催公演等のチケットが割引となります。詳細は、
本誌中程のインフォメーションをご覧ください。

西洋音楽発祥の地プロジェクト

小林道夫 チェンバロリサイタル 
最終章 － J.S.バッハ／ゴルトベルク変奏曲 －

助成：�文化庁文化芸術振興費補助金（劇場･音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会、一般財団法人地域創造
特別協賛：三和酒類株式会社

助成：�文化庁文化芸術振興費補助金（劇場･音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会、�
一般財団法人地域創造

特別協賛：三和酒類株式会社

西洋音楽発祥の地プロジェクト

タンタシオン･デ･ブルー
12人によるチェロアンサンブル

チケット発売中 びび割有  〈全席指定〉　
Ｓ席��3,000円�／�Ａ席��2,000円�／�25歳以下�各席半額��※未就学児入場不可

チケット発売中 びび割有  〈全席指定〉　
一般��3,000円�／�25歳以下��1,500円�
※未就学児入場不可

グ��2023年２月５日㈰���
��13：15開場�／ 14：00開演�
�／�16：00終演予定

リ��2023年２月２日㈭��19：00開講

12名のチェリストによる珍しい編成のコンサート。あたたかな音が織りなす豊かな時間をご堪能ください。

J.S.バッハのクラヴィーア練習曲集より選曲したチェンバロリサイタル
シリーズの最終回を飾るのは、半世紀にわたり小林が演奏し続けている�

「ゴルトベルク変奏曲」。卒寿にしてなお探究心
旺盛な音楽界のレジェンドが奏でる演奏をご堪
能ください。

出演：��海野幹雄、西山健一、北口大輔、三森未來子、玉川�克、髙橋麻理子、灘尾�彩、�
西牧佳奈子、黒川実咲、加藤文枝、武井英哉、川岡光一

曲目：�フンク／組曲ニ長調�
新垣�隆／ポエム（12人のチェリストのための）�
日本の歌（三枝成彰編）／おぼろ月夜、荒城の月、てぃんさぐぬ花�
ヴィラ･ロボス／ブラジル風バッハ第１番より第１楽章　ほか

音��2023年2月24日㈮��18：15開場�／ 19：00開演�／�21：00終演予定�

曲目：�J.S.バッハ／ゴルトベルク変奏曲�BWV988�
（クラヴィーア練習曲集第４部）

関連企画

チケット発売中  〈全席自由〉��
500円�／�25歳以下�無料�（要事前申込）　�
※未就学児入場不可

通奏低音レクチャー
バロック音楽でよく
耳にする「通奏低音」
について、海野幹雄
を講師に迎え、チェロ
四重奏による演奏を
交えながら楽しく解
説します。
助成：一般財団法人地域創造�
特別協賛：三和酒類株式会社

ワンコインリレーコンサートvol.4

金管五重奏団 Buzz Five

日本を代表する金管五重奏団が大分初来県。
全国各地で演奏経験を積んだ彼らならではの軽快な
トークと楽しい演出であっという間の１時間。柔らか
いハーモニーから金管楽器ならではの華やかな響き
を身体中に浴びて、終演後にはあなたも金管博士に！

音��2023年２月20日㈪�昼夜２公演

出演：�伊藤�駿（トランペット）�※賛助出演、�
上田じん（トランペット）、友田雅美（ホルン）、�
加藤直明（トロンボーン）、石丸薫恵（テューバ）

曲目：［昼公演］�久石譲／ジブリメドレー�
L.アンダーソン／トランペット吹きの休日�
W.A.モーツァルト／ホルン協奏曲第１番より第１楽章�
金管五重奏の仕組み～スーザのマーチを使って～　ほか

　　　［夜公演］�福田洋介／OASIS（オアシス）�
N.ロータ／ゴッドファーザー～愛のテーマ～�
M.アーノルド／金管五重奏曲第1番　ほか

　　　※曲目･曲順は変更の可能性があります
特別協賛：三和酒類株式会社　
協力：セントポルタ中央町

チケット発売中 
〈全席指定〉�500円

①��13：15開場�／�14：00開演�／�15：00終演予定��※２歳以上入場可
②�18：15開場�／�19：00開演�／�20：00終演予定��※未就学児入場不可



五感の翼を広げよう

2-32-3

びび割有

主催・お問合せ：公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団 TEL 097-533-4004　 助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場･音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会、一般財団法人地域創造　 特別協賛：三和酒類株式会社

チケット発売中   　　　　　 〈全席指定〉 一般 3,000円 ／ 25歳以下 1,500円  ※未就学児入場不可

西洋音楽発祥の地プロジェクト

小林道夫 チェンバロリサイタル 最終章
－ J.S.バッハ／ゴルトベルク変奏曲 －

18：15開場 ／ 19：00開演 ／ 21：00終演予定
2023年２月24日㈮
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２月～３月




