公益財団法人とちぎ未来づくり財団 ２０２１年主催文化事業のご案内
２０２１年７月１日現在
８月７日（土）

《栃木県ジュニアピアノコンクール特別企画》
レクチャーピアノコンサート ～ピアノ教育にも特に力を注いだ 3 人の大作曲家～
7/1（木）

ピアノを学ぶこどもたちへ！そして音楽を愛する人へ！

14:00 開演

栃木県ジュニアピアノコンクール審査員長の椎野伸一先生を講師としてお迎えし、子どもたちがピアノを学ぶ上で

受付開始

サブホール

欠かせない３人の偉大な作曲家をテーマとしたレクチャーピアノコンサートを開催いたします。

全席自由 入場無料

【出演】椎野伸一（栃木県ジュニアピアノコンクール 審査員長）

※事前申込・要整理券
お申込方法は HP でご確認ください。

8 月 9 日(月・休)

音楽のおくりもの♪ 赤ちゃんと一緒！0 歳からのクラシックコンサート

開演

赤ちゃんと一緒にファミリーで楽しめる本格派クラシックコンサート！

午前の部 11:00

我が家のプリンス＆プリンセスのクラシックコンサートデビューに！

午後の部 14:00

【出演】アンサンブル･ディヴェルターズ (ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・フルート・ピアノ）

全席自由 大人 2,000 円

【プログラム】トルコ行進曲、小犬のワルツ、となりのトトロ、ディズニーメドレー

子ども（4 歳～小学生）

メインホール
8 月 28 日(土)

好評発売中！

500 円

げんこつ山のたぬきさん（参加「手あそび」コーナー） ほか

【とちぎ舞台芸術アカデミー2021《音楽部門》
】第 25 回コンセール・マロニエ２１[木管楽器部門]〈オーディション〉

開演時刻未定

とちぎが誇る全国音楽コンクール「コンセール・マロニエ２１」
。今年度は、フルート、クラリネット、オーボエ、

メインホール

ファゴットから成る木管楽器部門を開催します。

入場無料

クラシック界の将来を担う新進音楽家の才能の輝きに皆様の熱いエールをお寄せ下さい！

9 月 2 日(木)

春風亭昇太・林家正蔵 二人会

18:30 開演

テレビでおなじみ、人気落語家の春風亭昇太師匠と林家正蔵師匠の楽しい落語会。

メインホール

元気いっぱいの高座をぜひお楽しみください

好評発売中！
全席指定 3,500 円

【出演】春風亭昇太 林家正蔵 林家あずみ（三味線漫談）

9 月 12 日(日)

東京 2020 NIPPON フェスティバル共催プログラム とちぎ舞台芸術アカデミー2021《音楽部門》
栃木県交響楽団特別演奏会～とちぎが誇る音楽コンクール「コンセール・マロニエ 21」優勝者を迎えて～
とちぎ未来づくり財団が毎年開催する音楽コンクール「コンセール・マロニエ 21」の優勝者をソリストに迎えて

14:00 開演

お贈りします。

好評発売中！

メインホール

【指揮】荻町修 【テューバ】石丸菜菜（第 24 回コンセール・マロニエ 21 金管楽器部門第１位）
【曲目】ヴォーン・ウィリアムズ：イギリス民謡組曲、テューバ協奏曲

9 月 23 日(木・祝)

ベートーヴェン：交響曲第７番

全席自由 1,000 円

音楽劇『海の上のピアニスト』
（2 回公演）

開演 1 回目 13:30

映画にもなったアレッサンドロ・バリッコのイタリア文学を、音楽ドラマとして上演し、好評を博した本作。ピア

8/6（金）

2 回目 17:30

ニスト・ノヴェチェント役に内博貴を迎え、多くの舞台・ドラマで活躍する藤本隆宏が親友トランペッター役を務

発売開始

サブホール

全席指定 Ｓ席 4,000 円

めます。珠玉の音楽ドラマにご期待下さい！
【出演】ノヴェチェント役：内博貴

トランペッター役：藤本隆宏

ピアノ演奏：西尾周祐

Ａ席 3,000 円
Ａ席（学生）1,500 円

10 月 3 日(日)
開演時刻未定

【栃木県総合文化センター開館 30 周年記念事業】声優朗読劇フォアレーゼン 劇場で味わう♡と・ち・ぎ～音楽絵巻風～
※出演者・詳細は決まり次第発表いたします。

メインホール
10 月 23 日(土)

【とちぎ舞台芸術アカデミー2021《音楽部門》
】第 25 回コンセール・マロニエ２１[木管楽器部門]〈本選＆表彰式〉

開演時刻未定

「マロニエの木の元で開かれるコンサート」をイメージして行われる演奏会形式の本選には、録音審査（第 1 次）
、

メインホール

オーディション（第 2 次）を通過した若き音楽家たちが集います。クラシック界の将来を担う新進音楽家の才能の

入場無料

輝きに皆様の熱いエールをお寄せ下さい！

10～12 月

とちぎ舞台芸術アカデミー2021《音楽部門》
「第九」合唱ワークショップ

18:30～20:30

栃木県楽友協会合唱団〈公募〉が演奏会に向けて練習を行います（全８回予定）
。

音楽・演劇練習室

申込方法・日程等の詳細は、後日発表いたします。

リハーサル室

※上記は 2021 年７月 1 日現在の情報です。各公演の最新情報は、栃木県総合文化センターホームページをご覧ください。

11 月 3 日(水・祝)

【栃木県総合文化センター開館 30 周年記念事業】ららら♪クラシック

15:00 開演

NHK の人気番組『ららら♪クラシック』をコンサート形式で！

メインホール

宮本文昭さんの楽しい解説で、クラシックの名曲を生演奏でご体感ください。

発売開始
全席指定 S 席 5,000 円

【司会】宮本文昭
【出演】宮本笑里(ヴァイオリン)／新倉 瞳(チェロ)／コハーン (クラリネット)／實川 風(ピアノ)

A 席 4,000 円

【プログラム】モンティ：チャールダーシュ

Ｂ席 3,000 円

サン＝サーンス：白鳥

ブラームス：ハンガリー舞曲 5 番 ショパン：バラード第 1 番 ト短調 作品２３

11 月 12 日（金）

7/30（金）

Ｂ席(学生) 2,000 円

（公社）宇都宮法人会・関東信越税理士会宇都宮支部 秋季講演会

14:00 開演予定

テレビ等でおなじみの著名人による文化講演会です。

メインホール

講師・講演テーマ、整理券のお申込み方法は後日発表いたします。

12 月 11 日(土)

華麗なるダンス 哀愁の歌声 アルゼンチンタンゴ 2021～進化を続ける情熱たち

15:00 開演予定

タンゴの伝統が新しい感性を取り入れた！

サブホール

踊り・歌・演奏、3 拍子揃った魅力満載の感動のステージをお楽しみください！
【出演】エンリケ＆カロリーナ 【演奏】ＬＡＳＴ ＴＡＮＧＯ

入場無料
（要整理券）

全席指定
4,500 円（予定）

【プログラム（予定）
】
：ラ・クンパルシータ、リベルタンゴ、エルチョクロ ほか

12 月 19 日(日)

第 13 回栃木県楽友協会『第九』演奏会

14:00 開演予定

毎年恒例の「第九」
。今年も『オール・とちぎ』でお贈りします！栃木県で活躍する音楽団体が集結した

全席自由

メインホール

オーケストラと、今年も公募で集まった合唱団。まさにとちぎの音色の「第九」をお楽しみください。

1,500 円（予定）

1 月 1３日(木)

平日の贈り物♪ランチタイムコンサート Vol.39 石上真由子ヴァイオリン・リサイタル

12:00 開演

次代のクラシックを担う若き異才。

サブホール

その音楽の才は海越えて、心揺さぶる

1 月 23 日(日)

10/15(金)
発売開始

とちぎ舞台芸術アカデミー2021《音楽部門》
】フレッシュアーティスト・ガラ・コンサート

開演時刻未定
サブホール
1 月 30 日(日)

【出演】第 24 回コンセール・マロニエ 21 第１位 石丸菜菜（テューバ）

入場無料

第 25 回コンセール・マロニエ 21 最高位受賞者（予定）

（要整理券）

【栃木県総合文化センター開館 30 周年記念事業】
第 18 回ショパン国際ピアノ・コンクール 入賞者ガラ・コンサート -リサイタル形式-

開演時刻未定

アルゲリッチやブーニン、ブレハッチら国際的ピアニストを輩出した世界最高峰のピアノコンクール入賞者達によ

メインホール

る夢のガラ・コンサート。あの「ショパン・コンクール」の感動をとちぎでご堪能いただける貴重なチャンスです！

2 月 20 日(日)

LEO(箏)リサイタル

14:00 開演予定

注目の和楽器奏者、箏アーティスト LEO

メインホール

【出演】LEO（琴） ほか

3 月 5 日(土)

【演奏曲(予定）)八橋検校「みだれ」 ほか

【栃木県総合文化センター開館 30 周年記念事業】栃木県総合文化センター狂言シリーズ第 25 弾 『狂言 万作の会』

開演時刻未定

人間国宝 野村万作と萬齋ら出演の狂言をご堪能ください！

ﾒｲﾝﾎｰﾙ 特設能舞台

狂言が初めての方でもお楽しみいただけます。

3 月 11 日(金)
12:00 開演

平日の贈り物♪ランチタイムコンサート Vol.40 浜まゆみマリンバ・リサイタル
マリンバの温かく豊かな音色に包まれるひととき

12/3(金)

サブホール

発売開始

3 月 26 日(土)～28(月) 第８回ミュージカル・ワークショップ in とちぎ海浜自然の家
とちぎ海浜自然の家

歌･ダンス･演技を組み合わせたプログラムをマスターしてステージに立とう！
2022 年 4 月に行われるミュージカル･フェスティバルで発表の場を体験できる人気のワークショップ！

お問い合わせ
栃木県総合文化センタープレイガイド 028-643-1013 (10：00～19：00)
インターネット予約：https://www.e-get.jp/tochigi/pt/（24H）

ネット予約はこちら！

※公演によってチケットの販売方法が異なります。詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
※上記は 2021 年７月 1 日現在の情報です。各公演の最新情報は、栃木県総合文化センターホームページをご覧ください。

