
2023. 5/11● ▲ 14●木 日
会場●リーデンローズ、神辺文化会館、まちなか各所

City of Roses Fukuyama International Music Festival

スペシャルパスポートのお取り扱いは
リーデンローズチケットセンター／TEL 084-928-1810
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リーデンローズ
福山市松浜町2-1-10

準・メルクル
ⒸTey Tat KengⒸTey Tat Keng

ウー・ヤオユ（吳曜宇）台湾フィルハーモニック

広島交響楽団 尾高忠明 
ⒸMartin RichardsonⒸMartin Richardson

竹澤恭子
Ⓒ松永学Ⓒ松永学

江口玲 マルティン・シュタットフェルト

MINAMI（吉田南）
Ⓒ武藤章Ⓒ武藤章

新田ユリジュヒ・イム 帯名久仁子平野公崇
ⒸノザワヒロミチⒸノザワヒロミチ

リチャード・リン 池辺晋一郎

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

5/13（土）～5/14（日）に会場でお手伝いしてくださるボランティアを募集します。詳しくは後日ホームページに掲載します。

主催 ● ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会
 （事務局：福山市経済環境局文化観光振興部文化振興課内） 
 TEL：084-928-1117  FAX：084-928-1736
 Mail：bunka@city.fukuyama.hiroshima.jp

制作協力● 株式会社アスペン／一村音楽企画株式会社／株式会社 KAJIMOTO／株式会社東京コンサーツ／ひょうげん教育／株式会社ヒラサ・オフィス／公益社団法人広島交響楽協会

スペシャルアドバイザー
（公財）ふくやま芸術文化財団
理事長  豊田 泰久

実行委員会委員長
リーデンローズ・神辺文化会館・沼隈サンパル

館長  作田 忠司

総合プロデューサー
作曲家

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤章

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤章

池辺 晋一郎

後援 ● 広島県

有料公演をお得に！スペシャルパスポートのご案内
音楽祭をまるごと楽しむなら。音楽祭をまるごと楽しむなら。

3,500円
〈全2公演〉

５月13日土
リーデンローズ  大ホール

限定
200枚
限定
200枚

4,500円
〈全2公演〉

５月14日日
リーデンローズ  大ホール

限定
200枚
限定
200枚

7,500円
〈全4公演〉

５月13日土～14日日
リーデンローズ  大ホール 

限定
200枚
限定
200枚

3月1日（水）
販売開始

■A ■B ■C

協賛 ●

神辺文化会館
福山市神辺町川北1155-1

ＪＲ「湯田村駅」から徒歩約15分
井笠バス 福山井原線「神辺駅前」下車
→徒歩約20分

すべてのチケット販売と整理券配布は3月1日（水）より開始します。
 有料マークのコンサート鑑賞はチケットをお買い求めください。
 要整理券マークの整理券はチケット取扱所（電子チケットは除く。）・
支所・分室・文化振興課にございます。
当日券は各ホール入口で販売いたします。
申し込みが必要な公演は、ホームページにて詳細をご確認ください。

チケットについて

チケット取扱所
福  山  市 ●リーデンローズチケットセンター（TEL 084-928-1810）
 ●福山市神辺文化会館（TEL 084-963-7300）
 ●福山市沼隈サンパル（TEL 084-987-1866）
 ●福山観光案内所 ●スガナミ楽器本店 
 ●久松レコード ●フジグラン神辺
 ●TSUTAYA（新涯店・伊勢丘店・松永店）
府  中  市 ●TSUTAYA（府中高木店）
三  原  市 ●三原市芸術文化センターポポロ
電子チケット ●ローソンチケット （Ｌコード：63663）
 ●チケットぴあ （Ｐコード：562-439）
 ※電子チケットのコードは統一です。お間違えのないようお求めください。

福山市内郵便局

～第20回世界バラ会議福山大会2025に向けて～

まちなかつながるコンサート

イベント・チケットに関するお問合せはこちらまで▶▶▶ ばらのまち福山国際音楽祭実行委員会事務局
（福山市経済環境局文化観光振興部文化振興課内）TEL084-928-1117

①マルシェ特設ステージ　12：30～13：00
　【出演】アンサンブル・ディヴェルターズ

②ポートモール　14：00～14：30
　【出演】平野公崇サクソフォン・カルテット

③ポートモール　15：00～15：30
　【出演】台湾フィルハーモニック・ソロイスツ

5/13土

5/14日
①マルシェ特設ステージ　12：00～12：30
　【出演】平野公崇サクソフォン・カルテット

②マルシェ特設ステージ　12：45～13：15
　【出演】台湾フィルハーモニック・ソロイスツ
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ばらのまち福山国際音楽祭は
「第２０回世界バラ会議福山大会２０２５」に向けて
３年間のテーマを設定しています。

ばらのまち福山国際音楽祭は
「第２０回世界バラ会議福山大会２０２５」に向けて
３年間のテーマを設定しています。

※商品はなくなり次第終了となりますので、お早めにお越しください。

特設ステージではプロ奏者による生演奏もあるよ！
おいしい食事と素敵な音楽をお楽しみください！

マルシェのご案内マルシェのご案内 リーデンローズに
キッチンカーが

来るよ！5/13土・14日 11：00～15：00
リーデンローズ屋外 マルシェ会場
5/13土・14日 11：00～15：00
リーデンローズ屋外 マルシェ会場

20232023
自然へのオマージュ

20242024
歴史へのまなざし

20252025
ばらのまち福山



やむを得ず、公演の内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

リーデンローズ （大ホール） リーデンローズ （小ホール）

リーデンローズ （大ホール） リーデンローズ （小ホール）

リーデンローズ （大ホール） リーデンローズ （小ホール）

神辺文化会館 （大ホール）

5/13土

5/14日

5/12金
5/11木

5/12金

台湾フィルハーモニック

台湾フィルハーモニック 準・メルクル
ⒸTey Tat KengⒸTey Tat Keng

マルティン・シュタットフェルト広島交響楽団 尾高忠明
ⒸMartin RichardsonⒸMartin Richardson

竹澤恭子
Ⓒ松永学Ⓒ松永学

江口玲竹澤恭子
Ⓒ松永学Ⓒ松永学

準・メルクル
ⒸTey Tat KengⒸTey Tat Keng

リチャード・リン 大島衣恵 池辺晋一郎

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

新田ユリ 髙木敏行

池辺晋一郎

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

Ⓒ東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

石川有子

マルティン・シュタットフェルト 平野公崇
ⒸノザワヒロミチⒸノザワヒロミチ

アンサンブル・ディヴェルターズ

T.J.P.P.A.L

MINAMI（吉田南）
Ⓒ武藤章Ⓒ武藤章

ウー・ヤオユ（吳曜宇） ジュヒ・イム台湾フィルハーモニック ジュヒ・イムMINAMI（吉田南）
ⒸAndrew HurilbutⒸAndrew Hurilbut

リチャード・リン

田坂蘭子 藤井美雪 江口玲

ジュヒ・イム

City of Roses Fukuyama International Music Festival

平野公崇

ばらと音楽があふれる ばらのまち福山国際音楽祭2023へばらと音楽があふれる ばらのまち福山国際音楽祭2023へ
ばらのまち福山から世界へ。個性豊かな演奏で音楽の魅力を発信するプロの楽団やアーティスト、
市民音楽家たちが名曲の数々を奏でます。素敵な音楽との出会いをお楽しみください。
ばらのまち福山から世界へ。個性豊かな演奏で音楽の魅力を発信するプロの楽団やアーティスト、
市民音楽家たちが名曲の数々を奏でます。素敵な音楽との出会いをお楽しみください。

¥2,00010：30～12：15（開場10：00）

オープニング・ガラ・コンサート
【出演】 指　揮：準・メルクル
 管弦楽：台湾フィルハーモニック
 ヴァイオリン：リチャード・リン
 能　楽：大島能楽堂
 邦　楽：福山スペシャル邦楽団
 ナ　ビ：池辺晋一郎
 司　会：糸永直美（広島テレビアナウンサー）
【曲目】 J.シュトラウスⅡ世：喜歌劇「こうもり」序曲
 李元貞：美濃之道
 ブルッフ：スコットランド幻想曲
 J.シュトラウスⅡ世：ワルツ「南国のばら」 ほか

¥2,00018：30～20：00（開場18：00）

アーティスト・イン・コンサート
  前 半
【出演】 ピアノ：マルティン・シュタットフェルト
【曲目】 バッハ：イタリア協奏曲
 バッハ：イギリス組曲第3番
  後 半
【出演】 平野公崇サクソフォン・アンサンブル
【曲目】 バッハ：主よ、人の望みの喜びよ ほか

¥2,50014：00～16：00（開場13：30）

ローズ・コンサート
広島交響楽団演奏会
【出演】 指　揮：尾高忠明
 管弦楽：広島交響楽団
 ヴァイオリン：竹澤恭子
【曲目】 メンデルスゾーン：序曲「静かな海と楽しい航海」
 メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
 メンデルスゾーン：交響曲第4番 イ長調「イタリア」 ほか

¥3,00018：00～20：00（開場17：30）

フィナーレ・コンサート
【出演】 指　揮： 準・メルクル
 管弦楽：台湾フィルハーモニック
 ピアノ：マルティン・シュタットフェルト
【曲目】 グリンカ：歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲
 ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番
 メンデルスゾーン：「フィンガルの洞窟」序曲
 ドビュッシー：交響詩「海」 

¥1,50019：00～20：00（開場18：30）

前夜祭コンサート
「アジアの響演」
【出演】 ヴァイオリン：MINAMI（吉田南）
　 ピアノ：ジュヒ・イム
 台湾フィルハーモニック・ソロイスツ
【曲目】 フランク：ヴァイオリン・ソナタ
 モーツアルト：クラリネット五重奏曲

¥1,50016：30～17：30（開場16：00）
池田糖化工業（株）プレゼンツ

竹澤恭子ヴァイオリンリサイタル
ピアノ 江口玲
【出演】 ヴァイオリン：竹澤恭子　ピアノ：江口玲
【曲目】 ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第5番ヘ長調OP.24「春」
 ブラームス：ヴァイオリンソナタ第1番ト長調OP.78「雨の歌」

¥1,50011：00～12：00（開場10:30）

ジュヒ・イム
ピアノ・リサイタル
【出演】 ピアノ：ジュヒ・イム
【曲目】 ショパン：舟歌
 ショパン：ピアノ・ソナタ第3番
 リスト：スペイン狂詩曲 ほか

¥1,00016：30～17：30（開場16：00）

備後ゆかりの演奏家による名曲コンサート
～ピアニスト 江口玲を迎えて～
【出演】 箏：上谷詩乃
 ソプラノ：田坂蘭子 
 アルト：藤井美雪
 ピアノ：江口玲
【曲目】 土井晩翠／滝廉太郎：荒城の月
 竹久夢二／多忠亮：宵待草
 シュトラウス：献呈 ほか　

10：30～11：30（開場10：00）

ママあのねコンサート
妊婦や子育て中の家族を招待し、心安らぐ演奏を
お楽しみいただけます。
【出演】 アンサンブル・ディヴェルターズ
 司会・フルート：一村誠也 チェロ：児玉千佳
 ヴァイオリン：丹羽道子 ピアノ：一村誠子
【曲目】 シュトラウス：トリッチ・トラッチ・ポルカ
 ヒル：ハッピーバースデー変奏曲 ほか

14：30～15：30（開場14：00）

手をつなごうコンサート
障がいのある人もない人も年齢も関係なく楽しめる
バリアフリーなコンサートです。
【出演】 T.J.P.P.A.L

①11日 14：00～15：00（開場13：30）
②12日 10：00～11：00（開場9：30）
③12日 14：00～15：00（開場13：30）

14：30～16：20（開場14：00）

ローズマインド・コンサート
ふくやま祝祭管弦楽団・合唱団演奏会
【出演】 管弦指揮：新田ユリ
 管弦楽：ふくやま祝祭管弦楽団
 コンサートマスター：髙木敏行
【曲目】 ベートーヴェン： 交響曲第6番「田園」
  ～第1楽章・第2楽章
 池辺晋一郎：星をかぞえる ほか

【出演】 合唱指揮：池辺晋一郎
 ピアノ：石川有子
 合唱団：ふくやま祝祭合唱団
【曲目】 ベートーヴェン：自然における神の栄光
 池辺晋一郎：三つの不思議な仕事 ほか 

帯名久仁子

12：30～13：45（開場12：00）

ローズマインド・コンサート
ふくやま祝祭邦楽団演奏会
【出演】 邦楽：ふくやま祝祭邦楽団
 客演：帯名久仁子（箏・胡弓）
【曲目】 いぶくろ聖志：風来壮烈
 野村正峰：鞠と殿様
 八州秀章：さくら貝の歌

16：00～18：00（開場15：45）

ローズアカデミー（打楽器）   プロの演奏家によるアカデミーです。
【講師】T.J.P.P.A.L、（十鳥勉 ほか）

※観覧をご希望の方は音楽祭HPをご覧ください。

※観覧をご希望の方は音楽祭HPをご覧ください。

※観覧は無料です。

要申込※詳細はHP

小・中・高校生招待※詳細はHP

招待公演※詳細はHP

未就学児童入場不可有料公演

自由席

無料公演

要整理券

大和証券（株）プレゼンツ
未来へつなぐ
子どもたちへのコンサート
【出演】 指　揮：ウー・ヤオユ
 管弦楽：台湾フィルハーモニック
 ヴァイオリン：MINAMI（吉田南）
 ピアノ：ジュヒ・イム
【曲目】 J.シュトラウスⅡ世：喜歌劇「こうもり」序曲
 ベートーヴェン： 交響曲第5番「運命」～第1楽章
 サン＝サーンス：ハバネラ
 ショパン：ピアノ協奏曲第1番～第1楽章

福山市内の小学校５年生全員を招待し、国内外で活躍するアーティストの
素晴らしい演奏を聴いていただきます。
※一般の方は入場できません。

プレコンサート

【出演】 平野公崇サクソフォン・カルテット
【曲目】 山田耕筰：赤とんぼ ほか
※荒天の場合は中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【出演】 平野公崇サクソフォン・カルテット
【曲目】 山田耕筰：赤とんぼ ほか
※荒天の場合は中止になる場合がございます。予めご了承ください。

昨年築城400年を迎えライトアップされた福山城をバックに、
ノスタルジックな雰囲気の中で素敵な音楽をお楽しみください。
昨年築城400年を迎えライトアップされた福山城をバックに、
ノスタルジックな雰囲気の中で素敵な音楽をお楽しみください。

5月10日水 19：00～20：00

会場：福山城天守前広場 特設ステージ

 耳許鐘成／葛原勾当：狐の嫁入り
 江戸信吾：ビフロストの橋へ

【受講者】中学生以上の音楽（打楽器）をしている人
【受講料】1,000円（中・高生を除く）
※受講を希望される方は音楽祭HPをご覧ください。

【曲目】 熊蜂の飛行
 ディズニー・メドレー
 ボディ・パーカッション・チャレンジ ほか


