
◎料金：全席自由500円（チケットレス／当日会場にてお支払いください）
◎時間：各回11:30開演（10：45開場）
◎会場：りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 コンサートホール
◎お問い合わせ：りゅーとぴあチケット専用ダイヤル　
　025-224-5521（11：00～19：00／休館日除く）
主催：公益財団法人新潟市芸術文化振興財団　企画制作：りゅーとぴあ 事業企画部
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りゅーとぴあ・1コイン・コンサート

りゅーとぴあ・1コイン・コンサートりゅーとぴあ・1コイン・コンサート

★託児所あります★
※要事前申込。詳しくは裏面へ。

1コイン・コンサート全公演に

普段着で聴くコンサート 気軽に楽しむ１時間
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2023年度年間ラインナップのご案内

ⒸMakoto Komiya

Ⓒ井村重人
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コンサートホールへ行ってみようよ！
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「荘厳な響き
“オルガン”」
阿部 翠（オルガン）
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Vol.1２6

11：30開演

「深みのある音色
“チェロ”」
笹沼 樹（チェロ）

上田 晴子（ピアノ）
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ⒸT.Tairadate

「洗練された
技巧“ピアノ”」
實川 風（ピアノ）
じつかわ かおる

「極上の
ハーモニー
“弦楽四重奏”」
小林 壱成（第１ヴァイオリン）

竹田 詩織（第２ヴァイオリン）

鈴木 まり奈（ヴィオラ）

蟹江 慶行（チェロ）
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「温かな音色
“テューバ”」
石丸 菜菜（テューバ）

城 綾乃（ピアノ）
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11：30開演

Ⓒayane shindo
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11：30開演

「華麗な響き
“フルート”」
瀧本 実里（フルート）

五十嵐 薫子（ピアノ）

たきもと　 み さと
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◯公演に関する最新情報、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する情報は、りゅー
　とぴあホームページ（https://www.ryutopia.or.jp）でご確認ください。
◯この公演はチケットの代わりに、直接1コイン（500円）をお支払いいただく
　方式です。ご入場の際はなるべくおつりのないようご用意ください。
◯未就学児童はご入場いただけません。託児サービスをご利用ください。
◯やむをえない事情により内容、出演者等が変更されることがあります。
◯車椅子席は事前にお申し出ください。

コンサートのあとは素敵なランチタイムを！
いろいろなサービスが用意されている協力店が
お待ちしています。公演当日をお楽しみに！
※当日配布のプログラムをご覧ください。

公演日の2週間前までにお申し込みください。
なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
対象／生後6ヶ月以上～小学2年生まで
託児料／未就学児1人1,000円、
　　　　小学1・2年生1人1,500円
お申し込み／りゅーとぴあチケット専用ダイヤル
　　　　025-224-5521

託児サービスを
ご利用ください！

●プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より
　　　　　　「誰も寝てはならぬ」
●ラフマニノフ：ヴォカリーズ
●ワイルダー：組曲第1番「小象のエフィー」
　　　　　　より ほか
テューバのソロは1コイン・コンサートでは初！
オーケストラや吹奏楽では“縁の下の力持ち”と
呼ばれ全体を支える役割を担っていますが、実
はソロもお手の物。柔らかく温もりのある音色
でクラシック音楽の名曲の数々を奏でます。

●エルガー：愛の挨拶
●ビゼー：「アルルの女」より メヌエット
●ドップラー：ハンガリー田園幻想曲 ほか
「びわ湖国際フルートコンクール」「東京音楽コ
ンクール」「日本音楽コンクール」のすべてで頂
点に輝いた日本フルート界の逸材が登場。華麗
でありながらも力強い演奏で、曲の世界観にグ
グっと引き込まれます。

●ラフマニノフ：2つのサロン風小品
　　　　　　「ロマンス」
　　　　　　「ハンガリー舞曲」
●フランク：ヴァイオリンソナタ
　　　　　（チェロ編曲版） ほか
一流のチェリストの証ともいえる「齋藤秀雄
メモリアル基金賞」を2021年に受賞し、話題
沸騰中の注目株。美しく甘い音色と完璧なテ
クニックによる演奏に魅了されること間違い
なし！

上半期
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“チェロ”」
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１１　　　　　11　　　　　　
２８
（火）

Vol.1２9

「極上のハーモニー
“弦楽四重奏”」

瀧本 実里（フルート）
五十嵐 薫子（ピアノ）

●ワーグナー：「ニュルンベルクのマイスター
　　　　　 ジンガー」より前奏曲
●J.S.バッハ：トッカータとフーガ 二短調 
　　　　　　BWV 565
●ヴィドール：オルガン交響曲 第６番 ト短調
　　　　　　Op.42-2より第１楽章 ほか
東京藝術大学を卒業し、パリで研鑽を積んだオ
ルガニストが、りゅーとぴあにあるスペイン生
まれの「グレンツィングオルガン」でオルガン
の傑作を演奏！有名なJ.S.バッハからワーグ
ナーまで、バラエティに富んだプログラムに乞
うご期待！

●J.S.バッハ（バウアー編曲）：

　主よ人の望みの喜びを ト長調 BWV147 
●ショパン：

　スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op.39
●ビゼー（實川風編曲）：歌劇「カルメン」より
　　　　　　　　　　「花のアリア」　ほか
人気のピアニストが1コイン・コンサートに登
場！華麗なピアノ演奏を楽しむ至福の1時間。
確かなテクニックと、古い時代の作品から美し
いロマン派作品まで幅広いレパートリーの中か
ら厳選されたピアノ作品の数々をお楽しみくだ
さい。

小林 壱成 （第１ヴァイオリン）
竹田 詩織 （第２ヴァイオリン）
鈴木 まり奈 （ヴィオラ）
蟹江 慶行 （チェロ）

●モーツァルト：ディヴェルティメント ヘ長調 
　　　　　　　K.138 より第１楽章
●ラヴェル：弦楽四重奏曲 ヘ長調 より
　　　　　第１・２楽章
●ベートーヴェン：

弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 Op.59-3
「ラズモフスキー第3番」より第3・４楽章ほか
2021年に東京交響楽団コンサートマスターに就
任した小林壱成が率いる東響楽団員による弦楽四
重奏。アンサンブルの究極の形ともいえる無限の
世界「弦楽四重奏」が織りなすハーモニーを、トッ
プクラスの名手たちの演奏でご堪能ください。

りゅーとぴあ・1コイン・コンサート
～ランチタイム・コンサート～ 2023

普段着で聴くコンサート 気軽に楽しむ1時間

チケットご購入の際のご注意

難聴者赤外線補聴システム ※予めお申し出ください
お申し込み先／りゅーとぴあチケット専用ダイヤル 025-224-5521

※公演日前1週間を過ぎてのキャンセルは託児料と同額のキャンセル料が発生します。

2023年度も全６回のラインナップが揃った「りゅーとぴあ・１コイン・コンサート」。
各楽器の名手たちが、演奏とお話で楽しい１時間をお届けします！

「事前予約不要」 「チケットがなく当日会場で入場料（500円）を現金払い」 で、手軽に楽しめるコンサートです。
ご家族やお友達といっしょに、お気軽にご来場ください！

会館のご案内
●新潟駅万代口より車で15分
●関越自動車道／磐越自動車道新潟中央I.Cより車で20分
●新潟駅万代口よりバスで15分～ 20分
　萬代橋ライン（BRT）青山方面行「市役所前」下車徒歩5分
●新潟空港より車で30分

白山公園駐車場のご案内
●白山公園駐車場A.B.C.D合わせて約580台
※身障者用駐車場スペースを用意しております。
※りゅーとぴあには専用駐車場がありません。なるべく公共交通機関をご利用くだ
　さい。なお、自家用車は白山公園駐車場（有料）をご利用いただけますが、混雑する
　場合もありますので、あらかじめご了承下さい。


