
10月10日（土）・11日（日）2020年

福岡県、福岡市、（公財）アクロス福岡、（公財）福岡市文化芸術振興財団、アクロス・クラシックふぇすた実行委員会
ふくおか県民文化祭福岡県実行委員会、福岡県教育委員会、福岡県文化団体連合会、福岡県障害者社会参加推進センター
西日本新聞社、テレビ西日本、「福岡・音楽の秋」実行委員会

﹇
主
催
﹈

この事業は、
宝くじの収益金を
活用して実施しています。

11:00 講演「The Art of Violin Making講演「The Art of Violin Making
              ヴァイオリン製作の技法」ヴァイオリン製作の技法」 
出演：篠崎渡（弦楽器製作者・修復者）　ほか
［提供］日本マスターバイオリンメーカーズ

13:00 齊藤健太 サクソフォンコンサート齊藤健太 サクソフォンコンサート
サクソフォン：齊藤健太（「Five by Five」メンバー）
［提供］（株）ヤマハミュージックジャパン

16:00 松本健司＆山根孝司松本健司＆山根孝司
クラリネットデュオリサイタルクラリネットデュオリサイタル
クラリネット：松本健司、山根孝司
　　　　　  （NHK交響楽団奏者)
［提供］（株）ビュッフェ・クランポン・ジャパン

11:00 ポップポップス・トロンボーロンボーン・ン・カルテットカルテット
【Throw Line】による【Throw Line】による
                  プラスチック楽器の魅力プラスチック楽器の魅力
トロンボーン：Throw Line
［提供］野中貿易（株）

13:00 日本人製作者のヴァイオリンを日本人製作者のヴァイオリンを
                  中心とした演奏会中心とした演奏会
ヴァイオリン：松本さくら
［提供］石田ヴァイオリン工房

16:00 音楽物語「くるみわり人形」音楽物語「くるみわり人形」

ピアノ：田中美江、水崎玄
ソプラノ：小野弥生
絵：保坂真紀
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会場：円形ホール（1F） 

10/10（土）

10/11（日）

ふぇすたコンサートⅡ 無料

申込
不要

未就学児未就学児
入場OKOK!

グリーグ：
ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16
ベートーヴェン：
交響曲第5番 ハ短調 Op.67「運命」　ほか

曲目

［お問い合わせ］
アクロス福岡チケットセンター 092-725-9112

S 7,500円  A 6,000円  B 4,500円
（全席指定）

入場料

会場：福岡シンフォニーホール（アクロス福岡1F） 未就学児入場不可

N HK  SymphonyOrchestraNHK交響楽団演奏会
岩谷産業創業90周年記念

10/11（日）15:00～16:00

九州交響楽団九州交響楽団
シンフォニック・ポップシンフォニック・ポップ

□アクロス福岡チケットセンター（2F）
　092-725-9112
□アクロス福岡インターネット購入（主催公演のみ）
   https://www.acros.or.jp

8/2（日）
一般発売開始

チケット
取扱所取扱所

指揮：中井章徳
管弦楽：九州交響楽団

出演

入場料 1,000円（全席自由）

エルガー：「威風堂々 」第1番
モンスターハンターより「英雄の証」
米津玄師：パプリカ
アンパンマンマーチ　ほか

曲目

ふぇすたコンサートⅠ 有料 小学生以下無料

福岡シンフォニーホール（アクロス福岡1F）

未就学児未就学児
入場OKOK!

“ふぇすた”ならでは、オーケストラの魅力満載！
誰でも楽しめるファミリーコンサート

指揮
尾高忠明

©Martin Richardson ©Jonas Becker

ピアノ
アリス・紗良・オット

［お問い合わせ］アクロス福岡チケットセンター（10:00～18:00）  
〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目1-1西館2Ｆ  Tel. 092-725-9112  Fax. 092-725-9102   https://www.acros.or.jp 検索アクロス福岡

イベント開催中にアンケートに答えると、イベント
ホール（B2F）の抽選所で素敵なプレゼントが当たるよ!
（先着順でお渡しするプレゼントには数に限りがあります）

●諸事情により記載内容が変更になることがありますので、予めご了承ください。

バックステージツアー

10/10（土）①11:00～ ②13:00～  10/11（日）①11:00～

数々のアーティストが名演奏を残したシンフォニーホールの
舞台裏に潜入！見所満載のガイド付きツアーを実施します。

［受付窓口・お問い合せ］アクロス福岡チケットセンター TEL. 092-725-9112

※定員に達した場合は募集を締め切らせて頂きます。

所要時間
約60分

各回先着8名
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アクロス・クラシックふぇすた 2020 TIME TABLE

シンフォニーホール（1F） 円形ホール（1F） イベントホール（B2F）/ロビー（B2F） 交流ギャラリー（2F）

シンフォニーホール（1F） 円形ホール（1F） イベントホール（B2F）/ ロビー（B2F） 交流ギャラリー（2F）

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ヴァイオリン
（松本さくら）

音楽物語
「くるみわり人形」
（アートムジカ）

福岡女学院
アンサンブル

サクソフォン
（斎藤健太）

テューバ
（古本大志）

フルート&サクソフォン
（前田綾子・斎藤健太）

トロンボーン・カルテット
（Throw Line）

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

バックステージツアー

バックステージツアー

バックステージツアー

講演「The Art of
         Violin Making」
（篠崎渡）

サクソフォン
（斎藤健太）

クラリネット
（松本健司・山根孝司）

クラリネット
（松本健司・山根孝司）

トロンボーン
（古賀光）

九州交響楽団
シンフォニック・ポップ

NHK交響楽団演奏会

こども
イベント

スパークリング・
コンサート
（スズキ・メソード）

ヴァイオリン＆ピアノ
（龍野マリエ・鈴木孝彦）

ヴィオラ
（永岡いのり）

スパークリング・
コンサート
（スズキ・メソード）

ヴァイオリン＆ピアノ
（龍野マリエ・鈴木孝彦）

チェロ
（永野紗佑里）

初心者
楽器体験

初心者
楽器体験

初心者
楽器体験

初心者
楽器体験

0 歳からの
楽器あそび

初心者
楽器体験

トロンボーン・カルテット
（Throw Line）

9/5（土）
より受付!

9月13日（日）
一般発売開始

10月10日（土）16:00開演2020年

小学生以下無料。入場には無料入場券が必要です。
未就学児のひざ上鑑賞の場合には無料入場券の必要はありません。

感染症防止のためのお知らせ
アクロス・クラシックふぇすたでは、会場定員を減らしての開催となります。会場混雑時には入場を一時中断すること
がございますのでご承知ください。会場内では感染症防止対策に努めますが、お客様同士の間隔“ソーシャルディス
タンス”にもご配慮をお願いいたします。

ご来場にはマスクの着用を
お願いいたします。

手洗いの徹底と消毒薬の
ご利用をお願いいたします。

咳、のどの痛み、体のだるさ、発熱などの体調
不良を感じる場合、ご来場をお控えください。

当日の状況により、イベント内容の変更・中止
がある場合がございます。ご了承ください。 !

プレゼント抽選会!

朝日新聞社、日本経済新聞社西部支社、毎日新聞社、読売新聞社、NHK北九州放送局、NHK福岡放送局
RKB毎日放送、FBS福岡放送、九州朝日放送、テレQ、FM FUKUOKA、CROSS FM、LOVE FM
九州旅客鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社

﹇
後
援
﹈



入場
無料 楽器 アクロスに楽器が大集合。あこがれの楽器にトライ!!

展示・試奏・即売会を開催します。夢のような2日間 !!

2020 10/10（土）10:00～19:00  11（日）10:00～17:00

楽器ふぇすた会場
特別プラン＆大商談会開催！

金利0%6～12回分割払い

管楽器専門店

特選アウトレット市や新製品、気になる
あの楽器がクレモナブースを埋め尽くす!

世界の銘器をみなさまへ
ピッコロからテューバまで心ゆくまでお楽しみ下さい。

「匠の技」と「最新のテクノロジー」で進化し続けるヤマハ。
この機会に体感してください。

www.zen-on.co.jp

日本国内のみならず海外でも好評を
いただいているブレッサンG-1Aに
415Hzのバロックピッチモデルが登
場しました。ABS樹脂製でありながら、
限りなく木製の「本物」に近づけた音
色をせひお試しください。

（株）全音楽譜出版社

ナガハラ、バーカート、キューン、シル
バースタイン等、世界のアーティスト御用達
の銘器から近年話題の逸品まで、銀座山
野楽器が自信をもってお届けする海外
直輸入ブランドを一挙展示いたします。
どうぞこの機会にお試しくださいませ。

（株）モリダイラ楽器／（株）村松フルート製作所
ひたすら、ハンドメイド。
つねに最高を求める技と心
そして、フルートへの愛を込
めて、ムラマツは一徹です。
是非、世界のMURAMATSU
を会場でお試しください。

パウエル、ヘインズ Fl、バックーンCl、
ロレーOb、シュミットHrをはじめとした
ドルチェ楽器がおすすめする世界の銘器
を一堂に展示。

パウエル･フルート･ジャパン
株式会社ドルチェ楽器

www.dolce.co.jp

沖縄発、独自の設計で世界の演奏家を

魅了する日本の木管楽器専門メーカー。

初心者からプロまで、幅広いニーズに

答えた楽器をこの機会にお試しください。

株式会社 美ら音工房ヨーゼフ
木管楽器専門メーカー

josef-oboe.com

日本国内で活動する弦楽器製作家による「Made in JAPANの
手工弦楽器」を展示します。展示ブースではバイオリン製作実演
を行います。

福岡に工房を構えて40年になります。
その間、皆様に支えられながら、研究・開発
を進めてまいりました。今後とも宜しくお
願いします。ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロの
展示・試奏会、ケース・弦等の格安セール
もあります。

石田ヴァイオリン工房

www.ishida-violin.com

日本マスターバイオリンメーカーズ

スイス、ドイツを代表する弓メーカー「Finkel」「Knoll」、深みある
ドイツトーンの「Ludwig Wurmer」また、数々の国際コンクールで
多くの賞を受賞しているScott Cao氏協力のもと製作されたサク
ラオリジナルブランド「Grazioso」、幅広いニーズに応えた楽器を
是非ご堪能下さい。

（有）オオツジ／（有）サクラ

www.sakura-v.jp/index.html

info216238.wixsite.com/ootsuji

スズキ・メソード福岡
赤ちゃんが、お父さんやお母さんの話す言葉を
毎日繰り返し聞いているうちに、いつのまにか
自然に覚えて、話せるようになっていることに！
これがスズキ・メソードの創始者 鈴木鎮一の、
耳から育てる「母語教育法」の基となりました。
この教育法は世界46ヵ国に広がり、音楽だけで
なくいろいろな分野に生かされています。現在、
スズキ・メソード福岡ではヴァイオリン科３名・
チェロ科1名の指導者で運営いたしております。

創業1954年、昨年で福岡出店40年を迎えました。
バイオリン・ビオラ・チェロ・コントラバス、世界
各国の新作からオールドまでを取り揃えております。
全て、触れて、試奏して、体感し
ていただけます。皆様のご来場
をお待ちしております。

izuta-violin.co.jp

ビュッフェ・クランポン・ジャパンのブースでご試奏いただいた
先着100名様にブランドオリジナルグッズをプレゼント！

www.violinmakers.jp

全商品ふぇすた特価でお支払いプランもいろいろ！

限定 特典！

10/11（日）

14:30 テューバ 古本大志古本大志 （株）グローバル

16:00 トロンボーン 古賀光古賀光 （株）プリマ楽器

10/11（日）
12:00

14:00

16:00

12:00

14:00

16:00

スパークリング・コンサート

チェロ

ヴァイオリン＆ピアノ

スパークリング・コンサート

チェロ

ヴァイオリン＆ピアノ

永野紗佑里

龍野マリエ・鈴木孝彦

スズキ・メソード福岡

石田ヴァイオリン工房

（株）イズタ・バイオリン

10/10（土）10/10（土）
11:00

15:30

17:00

11:00

15:30

17:00

スパークリング・コンサート

ヴァイオリン＆ピアノ

ヴィオラ

スパークリング・コンサート

ヴァイオリン＆ピアノ

ヴィオラ

龍野マリエ・鈴木孝彦

永岡いのり

スズキ・メソード福岡

（株）イズタ・バイオリン

石田ヴァイオリン工房

10/10（土）
11:00

13:00

15:00

18:30

福岡女学院アンサンブル

サクソフォン

フルート＆サクソフォン

トロンボーン・カルテット

福岡女学院高等学校音楽科

斎藤健太

前田綾子・斎藤健太

Throw Line

（株）ヤマハミュージックジャパン

（株）ヤマハミュージックジャパン

野中貿易（株）

木管楽器・金管楽器
音楽ソフト展示ブース

クレモナ楽器／（株）グローバル／野中貿易（株）／（株）ビュッフェ・クランポン・ジャパン
（株）ヤマハミュージックジャパン／（株）全音楽譜出版社／パウエル・フルート・ジャパン、
（株）ドルチェ楽器／（株）プリマ楽器／（株）モリダイラ楽器、（株）村松フルート製作所
（株）山野楽器／（株）美ら音工房ヨーゼフ

出
展
社

(株 )イズタ・バイオリン／石田ヴァイオリン工房
日本マスターバイオリンメーカーズ
（有）オオツジ、（有）サクラ／スズキ・メソード福岡

出
展
社

弦楽器
展示ブース

弦楽器の無料健康診断を行います。
お手持ちの楽器をお持ちください。
（但し当日は診断のみとさせていただきます。）

弦楽器
健康診断コーナー（無料）

（株）イズタ・バイオリン

音楽学校
案内コーナー

［会場］
B2F イベントホールロビー

大阪音楽大学・
大阪音楽大学短期大学部

エリザベト音楽大学 

広島文化学園大学

福岡女学院高等学校音楽科

学校案内、進学相談等を
担当者が対応します。

パンフレット・コーナー

活水女子大学音楽学部
大垣女子短期大学音楽総合学科

分割クレジットがご利用出来ます。
3回～60回まで

各種クレジットカードがご利用出来ます。
（一部対象外の商品もございます）

音楽に囲まれた生活を
エンジョイする癒しの品々

ミュージックギフトコーナー（販売）
クレモナ楽器

あなたの楽器は健康な状態ですか？ 
少しでも不安がある方は診断を受けましょう
（但し当日は診断のみとさせていただきます。）

管楽器 健康診断コーナー（無料）
クレモナ楽器、（株）ヤマハミュージックジャパン

12:30
松本健司
山根孝司

（株）ビュッフェ・クランポン・ジャパンクラリネット

B2F イベントホールB2F イベントホール

パフォーマンス・ライブ
（（ 無料無料 ）

2F 交流ギャラリー2F 交流ギャラリー

パフォーマンス・ライブ
（（ 無料無料 ）

初心者体験コーナー 参加費無料・申込不要
※当日の状況により体験を
　中止する場合がございます。

［会場］B2F イベントホールロビー特設ブース
楽器に触れてみたい方、手ぶらでお気軽にご参加ください。

［協力］クレモナ楽器、（株）ヤマハミュージックジャパン、野中貿易（株）、（株）グローバル

フルート・クラリネット・サクソフォン・トランペット・ヴェノーバフルート・クラリネット・サクソフォン・トランペット・ヴェノーバ

10/10（土） ①10:30～13:00 ②16:00～19:00　10/11（日） ①10:00～12:00 ②15:00～17:00

プラスチックトランペット・トロンボーンプラスチックトランペット・トロンボーン

10/10（土） 14:00～15:00

0歳からの楽器あそび0歳からの楽器あそび

10/11（日） 13:00～14:00


