
2

無料アプリを
ダウンロードします。

iphone/ipad の方はこちら

取得QR
コード⇒

Androidの方はこちら

取得QR
コード⇒

無料アプリ
※オフラインでは利用できません。

COCOAR2(ココアル2)

アプリを起動し、スケジュール

の部分にスマホ &タブレット

をかざすとアーティストの紹介

動画がご覧いただけます。

アプリを起動し、スケジュール

の部分にスマホ &タブレット

をかざすとアーティストの紹介

動画がご覧いただけます。

▶

チラシの上で動画が動く！

AR対応
のマークです

チラシの上で動画が動く！

AR対応
のマークです

松浦律夫

（フルート・オカリナ）

真 夏 の 祭 典！

TEL:079-672-6114
FAX:079-672-0500

主　　　催：兵庫県朝来市・ASAGO国際音楽祭 2018 実行委員会

事　務　局：ASAGO国際音楽祭2018事務局本部

〒669－5213　兵庫県朝来市和田山町玉置877番地１

朝来市文化会館（和田山ジュピターホール内）

TEL079-672-6114／FAX079-672-0500

ASAGO 国際音楽祭

2018 実行委員会事務局

朝来市和田山町玉置 877 番地 1

音楽祭出演者による実技レッスンや、音楽・楽器の楽しいお話の授業！受けてみませんか？

レッスン日とレッスン内容の詳細は、お電話にてお問い合わせください。

●30 分レッスン /3,000 円●1 時間レッスン /5,000 円

ヴァイオリン

チェロ

ピアノ

ヴォーカル

ギター

尺 八

企画・構成：一般財団法人 Classic for Japan

協　　　力：ASAGO 国際音楽祭ファンクラブ実行委員会

音楽事務所オフィス魂（KON）

朝来市コーラス連盟

総合プロデューサー：中　澤　宗　幸

後　援：「兵庫県」「兵庫県教育委員会」「（公財）兵庫県青少年本部」

「朝来市教育委員会」「毎日新聞豊岡支局」「神戸新聞社」

「産経新聞大阪本社」「朝日新聞豊岡支局」「読売新聞大阪本社」

「ラジオ関西」「サンテレビジョン」「朝来市商工会」「但陽信用金庫」

「（一社）南但青年会議所」「ジュピターホール振興協会」「東京あさご会」

チケット・レッスン受講に関するお問合せは…

共 通 パ ス ポ ー ト ※フリンジコンサートには使用できません。

●全席自由

前売りチケット発売日：５月 31日（木）

公演をご覧頂くには共通パスポート（大人 1000 円・高校生以下無料）が必要です。

上記全ての公演が 1 枚の共通パスポートでご覧いただけます。（但し、別途料金が必要となる公演があります。）

チケットのお求めはジュピターホール他 裏面の
各プレイガイドにて

出演者：

会　場：

犬飼新 之介（ピアノ）

高橋 宗芳（ヴァイオリン）

但陽会館

犬飼 新之介（ピアノ）

髙橋 宗芳（ヴァイオリン）

但陽会館

超絶技巧!! コンサート

0歳から楽しめる♪親子コンサート

犬飼 新之介
   ピアノリサイタル

～ドイツから
           の便り～

ASAGO国際音楽祭
　ファイナルコンサート

7月14日 18 時開場 /18 時半開演土

ARAR

ARAR

出演者：

会　場：

山内 達哉（ヴァイオリン）

髙橋 宗芳（ヴァイオリン）

小堺 香（ピアノ）

大河内 淳矢（尺八）

井尻 兼人（チェロ）

和田山ジュピターホール / 小ホール

7月15日 9 時半開場 /10 時開演日

出演者：

会　場：

7月15日 13 時半開場 /14 時開演日

出演者：

会　場：

音楽祭出演アーティスト

ASAGO 国際音楽祭

特別合唱団　

和田山ジュピターホール

音楽祭出演アーティスト

ASAGO 国際音楽祭

特別合唱団　

和田山ジュピターホール

7月16日 13 時半開場 /14 時開演
月・祝

出演者：

会　場：

（要予約）ランチ料金 3,000 円

が別途必要

山内 達哉（ヴァイオリン）

高橋 宗芳（ヴァイオリン）

犬飼 新之介（ピアノ）

Oak-yard（オークヤード）

079-677-2333T E L ：079-677-2333

ヴァイオリンデュオ
　　　ランチコンサート

7月13日 11時半スタート金

ARAR

（要予約）1 ドリンクオーダー制
079-677-2333

ライブスペース粟鹿（山東）

大河内 淳矢（尺八）

井尻 兼人（チェロ）

金森 大（ピアノ）

谷住 千里（石刀節：民謡）

（要予約）1 ドリンクオーダー制
T E L ：080-6212-0984

会　場：ライブスペース粟鹿（山東）

7月13日 10 時半開場 /11 時開演金

出演者：大河内 淳矢（尺八）

井尻 兼人（チェロ）

金森 大（ピアノ）

谷住 千里（石刀節：民謡）

にっぽんのオトノハ
　　　　    コンサート

ARAR

出演者：池川兄弟（ギター）

フラメンコギターデュオ
　　　池川兄弟コンサート

7月13日
志村喬記念館（生野）
9 時半開場 /10 時開演金

ホッと HOTカフェ「花音」（山東）
12 時半開場 /13 時開演
 （１ドリンクオーダー制）

観音寺（和田山）
17 時半開場 /18 時開演

7月14日 あさご芸術の森美術館
野外ステージ（朝来）
9 時半開場 /10 時開演

土

ARAR

チケットお問い合わせ：松本 定之    T E L  : 079-7498-1583

出演者：

会　場：

入場料：

NPO 法人音楽の家 & 生野オカリナ

サークルシンプルトーン

但陽会館

1,000 円　小学生以下 500 円（ドリンク付き）

7月14日 13 時半開場 /14 時開演土

「音楽の楽しみコンサート」
　　　　　　　　in 但陽会館

ARAR

フ
リ
ン
ジ
コ
ン
サ
ー
ト

第１４回
第１４回

2018 年 7月12 日（木）～16 日（月・祝）

出演者による楽しい
＆

本格的なレッス
ン

犬飼 新之介（ピアノ）

あさご・ささゆりホール

出演者：

会　場：

犬飼新 之介（ピアノ）

松本トリオ

池川兄弟（ギター）

ジュピターホール

犬飼 新之介（ピアノ）

松本トリオ

池川兄弟（ギター）

生野マインホール

オープニングコンサート

7月12日 17 時半開場 /18 時開演

未就学児入場不可
※託児サービスあり

未就学児入場不可

未就学児入場不可
※託児サービスあり
未就学児入場不可
※託児サービスあり

未就学児入場不可
※託児サービスあり
未就学児入場不可
※託児サービスあり

木

ARAR

出演者：出演者：田中 良和（テノール）

端山 梨奈（ソプラノ）

金森 大（ピアノ）

田中 良和（テノール）

端山 梨奈（ソプラノ）

金森 大（ピアノ）

ソプラノとテノールによる
　　　　　　デュオコンサート

7月14日 土

ARAR

7月15日 日

楽音寺（山東）
10 時半開場 /11 時開演
楽音寺（山東）
10 時半開場 /11 時開演
如来寺（朝来）
15 時開場 /15 時半開演
如来寺（朝来）
15 時開場 /15 時半開演

口銀谷銀山町ミュージアム
センター（生野）
10 時半開場 /11 時開演

和田山ジュピターホール
/ 小ホール
17 時開場 /17 時半開演

16：45～17：15
大河内 淳矢 &
          わのんによる 
 《ロビーコンサート》

（要予約）ランチ料金 3,500 円

が別途必要

山内 達哉（ヴァイオリン）

髙橋 宗芳（ヴァイオリン）

犬飼 新之介（ピアノ）

Oak-yard（オークヤード）
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