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開催にあたって

ばらのまち福山国際音楽祭とは

世界で活躍する国内外のプロオーケストラや音楽家による優れた演奏を低価格で
お楽しみいただけるクラシックコンサートの祭典です。

また、市内公立小学校の５年生全員や、出産を控えた女性、未就学児とその家族
を招待する公演なども実施しております。

～ これまでの開催実績 ～
第１回 ２０１８年 ５月 ２日（水）～ ４日（金）
第２回 ２０１９年１０月１０日（木）～１３日（日）
第３回 ２０２０年 ５月 ７日（木）～１０日（日）新型コロナウイルス感染症の影響により中止
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総合プロデューサー 池辺晋一郎（作曲家）

日本を代表する作曲家。
現在は、東京音楽大学名誉教授。

(C)東京オペラシティ文化財団
撮影：武藤 章

【実施主体】
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
担当者：赤尾、倉田、東川
TEL:084-928-1117 FAX:084-928-1736
Mail:bunka@city.fukuyama.hiroshima.jp



概 要

開催期間

2021年（令和3年）10月13日（水）～17日（日）
【開催期間：5日間】

開催場所

▼ホールコンサート
・ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ）
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ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ）

リーデンローズのここが凄い！

★国内屈指の音響

★中四国最大規模の収容

★音響設計は、サントリーホールを
手掛けた豊田泰久氏（福山市出身）



協賛のご案内
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協賛プラン一覧
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①リーデンローズ冠コンサート協賛

リーデンローズで行う、ホールコンサートの各公演タイトルに企業名等の冠を付けること
ができます。

(例)●●銀行プレゼンツ「オープニング・ガラ・コンサート」 など

協賛金額 100,000円 ～ 500,000円

②チラシ・ホームページ等協賛

音楽祭のＰＲとして発行するチラシ・ポスター・パンフレット及び公式ホームページにお
いて、ご協賛社様の企業名を掲載いたします。

協賛金額 50,000円



①リーデンローズ冠コンサート協賛

リーデンローズで行う、ホールコンサートの各公演タイトルに企業名等の冠を付けることができます。
(例)●●銀行プレゼンツ「オープニング・ガラ・コンサート」 など

特典１
コンサートのタイトルに企業名が入ります！

音楽祭のチラシ※１やパンフレット※２の全体プログラムや各公演の紹介
ページに冠コンサート名を記載します。

※１ 市内を中心に配布するA3両面のカラーチラシ。発行部数は約21万
部。（近隣市町を含む新聞折込約16万部を予定。）

※２ 全公演（未来へつなぐ子どもたちへのコンサートは除く。）の来場
者に配布する約20ページのフルカラー冊子。発行部数は、約1万部。

特典２
協賛企業一覧パネルに企業名が入ります！

リーデンローズのエントランスロビーに協賛金額に応じたサイズの企業名
を記載したパネルボードを設置します。
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協賛企業一覧パネルイメージ

●●銀行
㈱●●
㈲●●

音楽祭パンフレット紙面イメージ

●●銀行プレゼンツ



特典３
デジタルポスターに企業名が入ります！

ローズビジョン※１の音楽祭ＰＲ動画（約30秒）※２に映し出されるデジタ
ル版ポスターの下段に協賛金額に応じたサイズ※３の企業名を掲載します。

※１ 福山駅（乗降客数4万人/日）に設置されたデジタル広告媒体。
※２ 2021年8月頃から10月17日まで、約200回程度／日を放映。
※３ 500,000円 … 大サイズ、200,000～300,000円 … 中サイズ、

100,000円 … 小サイズ

ローズビジョン画面イメージ
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特典４
招待チケットをプレゼントします！

有料公演にご協賛いただいた場合は、当該公演のチケットを30枚ご提供し
ます。ただし、小ホールの公演は5枚となります。

設置場所（福山駅構内ばら公園口付近）



リーデンローズ大ホールの公演（有効座席数 約1,800席）

№ 日 時 公 演 名 区 分 内 容 協賛金額

1
10月13日(水)

～
15日(金)

未来へつなぐ子どもたちへ
のコンサート【全５公演】

招待公演
福山市内の公立小学校５年生全員(約4,500名)を招待し、海外のプロ
オーケストラの優れた演奏に触れられる機会を提供するコンサートです。
次代を担う子どもたちの豊かな感性を育みます。

¥500,000.-

2
10月15日(金)

19:00～
前夜祭コンサート「若き
ミューズたちの耀き」

有料公演
2,000円

日本と韓国の若手女性演奏家による前夜祭コンサートです。 ¥300,000.-

3
10月16日(土)

10:30～
オープニング・ガラ・コン
サート

有料公演
2,000円

音楽祭のオープニングを飾る海外プロオーケストラ等によるオープニン
グコンサートです。市内外より多くの来賓を招待します。

¥300,000.-

4
10月16日(土)

14:00～

ローズマインド・コンサー
ト「ふくやま祝祭管弦楽団
演奏会」

無料公演
備後圏域内を中心とした子どもから大人まで幅広い年齢層の市民音楽家
で結成する管弦楽団による合同コンサートです。

¥200,000.-

5
10月16日(土)

18:30～
バリー・ダグラス ピア
ノ・リサイタル

有料公演
1,500円

チャイコフスキー国際コンクールの覇者による贅沢なリサイタルコン
サートです。

¥300,000.-

6
10月17日(日)

14:00～
ローズ・コンサート「広島
交響楽団演奏会」

有料公演
2,500円

中四国を代表するプロオーケストラ「広島交響楽団」の室内オーケスト
ラと海外の演奏家が共演する豪華なコンサートです。

¥300,000.-

7
10月17日(日)

18:00～
フィナーレ・コンサート

有料公演
3,000円

音楽祭のフィナーレを飾る海外プロオーケストラや演奏家によるコン
サートです。

¥300,000.-
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リーデンローズ小ホールの公演（有効座席数 約300席）

№ 日 時 公 演 名 区 分 内 容 協賛金額

1
10月14日(木)

時間未定
(仮称)障がい者福祉施設招
待コンサート

招待公演
市内の障がい者福祉団体等と連携し，演奏に触れる機会を提供するコン
サートです。

¥200,000.-

2
10月16日(土)

12:30～

ローズマインド・コンサー
ト「ふくやま祝祭邦楽団演
奏会」

無料公演 市民音楽家で結成する邦楽団によるコンサートです。 ￥100,000.-

3
10月16日(土)

15:15～
備後の声楽家と演奏家によ
るコンサート

有料公演
1,000円

備後地域にゆかりのある声楽家４名と若手ヴァイオリニストが名曲集を
届けます。

¥100,000.-

4
10月16日(土)

17:15～
セルゲイ・マーロフ ヴァ
イオリン・リサイタル

有料公演
1,500円

世界で活躍するロシア人ヴァイオリニストによるソロコンサートです。 ¥100,000.-

5
10月17日(日)

10:30～
ママあのねコンサート 招待公演

出産を控えた女性や未就学児と家族を招待するコンサートです。ホール
でママとお子さんが一緒にクラシック音楽を楽しむことができます。

¥200,000.-

6
10月17日(日)

12:45～
加羽沢美濃 トーク・コン
サート

有料公演
1,000円

ピアニスト加羽沢美濃さんによるピアノを使ったトークコンサートです。 ¥100,000.-

7
10月17日(日)

16:30～
キム・ヒョンジュン ピア
ノ・リサイタル

有料公演
1,500円

世界で活躍する韓国人ピアニストによるソロコンサートです。 ￥100,000.-
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②チラシ・ホームページ等協賛

チラシ・ポスター・パンフレット及び公式ホームページにおいて、ご協賛社様の企業名を掲載いたします。

特典１
チラシやパンフレットに企業名が入ります！

音楽祭のチラシやポスターなどへ企業名を掲載します。
①チラシ

市内を中心に配布するA3両面のカラーチラシ。発行部数は約21万部。
（近隣市町を含む新聞折込約16万部を予定。）

②ポスター
市内を中心に設置するA2版のカラーポスター。
設置か所は約1千か所。

③パンフレット
全公演（未来へつなぐ子どもたちへのコンサートは除く。）の来場
者に配布する約20ページのフルカラー冊子。発行部数は約8千部。

④ホームページ
閲覧ユーザー約1万人、
ページビュー数約4万件。

（前回開催時2019.8~10）
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特典２
有料公演チケットを2枚プレゼントします！

ご希望の大ホール有料公演チケットを2枚ご提供します。

公式ホームページ
イメージ（赤色部分に
企業名が入ります。）



一昨年の様子（ばらのまち福山国際音楽祭2019）

ホールコンサート

▼ふくやま芸術文化ホール（リーデンローズ）

大ホール ステージ ホワイエ

11



まちなかつながるコンサート ※音楽祭２０２１では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，実施いたしません。

▼ふくやま美術館 ▼天満屋福山ポートプラザ店・ゆめタウン福山 イズミ

エントランスホール ポートモール
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