
チケットのご購入は、アーツナビをご利用ください。
新川文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、富山県高岡文化ホール
https://www.arts-navi.com/
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開館時間  9:00～22:00
休館日  毎週火曜日（休日の場合は翌平日）
〒937-0853 富山県魚津市宮津110番
TEL（0765）23-1123　FAX （0765）23-0534
e-mail  info@miragehall.jp
http://www.miragehall.jp　

●あいの風とやま鉄道　魚津駅から約4km
●北陸自動車道　魚津I.Ｃ.から約2km

●富山地方鉄道　電鉄魚津駅から約2km
●富山地方鉄道　電鉄西魚津駅から約1.5km

●魚津市街地巡回バス1乗車200円（未就学児無料）

交通のご案内

2023 .2
Event Guide

ミュージックランチ700回記念&スペシャルコンサート

Pro�le IRINA MEJOUEVA Pro�le YASUKO OHTANI

Music Lunch大ホール

クルー会員様には…
●「新川文化ホールイベントガイド」、先行購入方法や会員特典などをお知らせする「かわら版」を毎月送付いたします。
●お問い合わせは、新川文化ホールまで　☎ 0765-23-1123　 e-mail：info@miragehall.jp

配給：ハピネットファントム・スタジオ©2021「名付けようのない踊り」製作委員会

小ホール2023年（令和5年）

【全席指定】一　 般   1,000円
クルー会員 500円

※3歳以下ひざ上無料
（1会員2枚まで）

2月19日日

新川シネマプラス
ほとり座Select

2023年（令和5年）

3月21日（火・祝）

ⓒMasashige OgataⓒKazuhiro Okumura

主催：（公財）富山県文化振興財団 新川文化ホール
共催：富山県／魚津市／魚津市教育委員会／新川文化ホール振興協議会／ミラージュホール・クルー／若林工房　　後援：北日本新聞社

日本デビュー25周年記念コンサート
イリーナ・メジューエワ

開演 14：00 （開場13：15）

大谷康子（ヴァイオリン）イリーナ・メジューエワ（ピアノ）

【全席自由】一　　　般 2,000円
クルー会員 1,000円
高校生以下 無料

（当日同額）
（1会員4枚まで）

※未就学児入場不可
（要入場整理券）

Programプログラム

■ピアノ・ソロ
アンダンテ・スピアナートと
　華麗なる大ポロネーズ Op.22（ショパン）
エチュード「別れの曲」「黒鍵」（ショパン）
バラード第3番 Op.47（ショパン）

■ヴァイオリンとのデュオ
4つのロマンティックな小品
　　　　　　Op.75（ドヴォルザーク）
ユーモレスク（ドヴォルザーク）
ハンガリー舞曲第5番（ブラームス）
　　　　　　　　　　　　　ほか

特別ゲスト：大谷康子（ヴァイオリン）

　新川文化ホールでは、土曜日の正午からロビーで無料のコンサートを開
催しています。『ミュージックランチ』と呼ばれるこのコンサートは「文化ホー
ルに地域の人々が集まる機会を作り、気軽に生演奏を聴いて、音楽のすば
らしさや楽しさを感じてもらおう」という趣旨により、平成7年「国際音楽の
日（10月1日）」の制定を記念して始まりました。お陰様でたくさんの方々の
ご支援によって、700回を迎えました。ピアノやヴァイオリン、琴やギターな
ど様々な楽器の演奏や様々なジャンルの演奏を気軽に聴くことができるコ
ンサートです。

ミュージックランチとは

　ロシア生まれ。モスクワのグネーシン音楽大学でウラジーミル・トロップに師
事。1992年、E.フリプセ国際コンクール（ロッテルダム）での優勝をきっかけに、
オランダ、ドイツ、フランスなどで公演を行う。1997年からは日本を本拠地とし
て活動。
　バロックから近・現代までの幅広いレパートリーを手がけるが、近年再評価
の進むロシアの作曲家N.メトネルの作品紹介にも尽力。2017／18年、東京文
化会館で日本デビュー20周年記念リサイタル（全3回）を開催。2006年からは
毎年京都でリサイタルを行うなど、精力的な演奏活動を展開している。
　2006年度青山音楽賞。CD「ショパン：ノクターン集」は2010年度のレコードア
カデミー賞（器楽曲部門）を受賞。2015年、第27回ミュージック・ペンクラブ音楽
賞。著書に「ピアノの名曲」、「ショパンの名曲」（いずれも講談社現代新書）。
オフィシャルサイト： http://www.mejoueva.net/

　2023年にデビュー48周年を迎え、これまでにリサイタルはもとより、N響、モス
クワ・フィル、スロヴァキアフィル等、国内外の著名なオーケストラと多数共演。キ
エフ国立フィルとは2017年以降毎年招聘され、2023年にも共演を予定。また、
2019年5月に実力派ピアニスト、イタマール・ゴランと全国ツアー（12都市）を開
催し、好評を博す。著書に「ヴァイオリニスト 今日も走る!」（KADOKAWA）が
ある。CDも多数リリース。BSテレ東（毎週土曜朝8時）「おんがく交差点」では
司会・演奏を務める。文化庁「芸術祭大賞」受賞。東京音楽大学教授。東京
藝術大学客員教授。（公財）練馬区文化振興協会理事長。川崎市市民文化
大使。高知県観光特使。（公財）日本交響楽振興財団理事。（公社）日本演奏
連盟理事。使用楽器はピエトロ・グァルネリ（1708年製）。
オフィシャル・ホームページ： https://www.yasukoohtani.com
【公式YouTube】「大谷康子のやっこチャンネル」演奏動画続々公開中！

1978年にパリでデビューを果たし、世界中の
アーティストと数々のコラボレーションを実現し
てきた田中泯。2002年の「たそがれ清兵衛」か
ら始まった映像作品への参加も、いまや日本の
みならず、ハリウッド映画にも出演するまで広
がっている。どんなジャンルにも属さない田中泯
のダンスを、「メゾン・ド・ヒミコ」から親交を重ね
てきた犬童一心監督が、ポルトガル、パリ、山
梨、福島などをめぐり撮影。アカデミー賞ノミ
ネート作品「頭山」で知られる山村浩二によるア
ニメーションで描かれた田中の子ども時代の情
感を交えながら、田中泯のぶれない生き方をひ
も解いていく。

映画
120分（2回上映）

名付けようのない踊り

田中泯のダンスと
世界をめぐる旅に出る
ダンス×アニメーションが
生む至福のグルーヴ!!

五感を研ぎ澄ます
120分の映像体験

上映① 開演10:30（開場10:00）
上映② 開演14:30（開場14:00）

映画『名付けようのない踊り』
公式HPはこちら！！▶



催し物の内容は都合により変更になることがあります。
詳しくは各主催者へお問い合わせください。

日 催し物 会場 開演 終演 入場方法 主催者名・問合せ 会期 催し物 会場 入場方法 開催時間 主催者名・問合せ

印はアーツナビでチケットを取り扱っています。是非ご利用ください。

2024年2月分の施設利用受付は、
3月1日㊌ 15時から行います。   

利用受付7㊋・14㊋・21㊋・28㊋
7㊋・14㊋・22㊌・28㊋

2月：
3月：

2月・3月休館日

展示 等  公演 等  2023年2月～3月上旬2023年2月～3月上旬

＊＊＊やまなみロビー お花の展示＊＊＊
毎 週

土・日曜日
（原則）

魚津市文化協会華道部によるボランティア展示です。

Ballet
Performance
in NIIKAWA
バレエパフォーマンス イン 新川 2023

新川文化ホール ☎0765ｰ23 1ー123　毎週火曜休館（休日の場合は翌平日休館）問合せ先

大ホール
【全席自由】800円

3月12日日
開演14：00（開場13：30）

やまなみ土曜コンサート ミュージックランチ♪

2/25土

入場無料

入場無料

12：00～
ロビー

3/4土
12：00～
ロビー

『ミュージカルカンパニーWOZ ドリームライブ！』
ミュージカルカンパニーWOZの子供たちによる夢いっぱいの
ミュージカルコンサートをお楽しみください。
【演目予定】ディズニーアニメ「塔の上のラプンツェル」より　誰にだって夢がある

ミュージカル「ピーターパン」「レ・ミゼラブル」
「マチルダ」「チキチキ・バンバン」etc.

『スプリング・アンサンブル・コンサート
ジェイド・ブラスアンサンブル meets アンサンブルDITテンジン特別編成チーム

【プログラム】

出演

♪さくらのうた　♪ユーフォ・フォー・ユー　♪ホール・ニュー・ワールド ～ディズニー映画「アラジン」
♪夢やぶれて ～ミュージカル「レ・ミゼラブル」　♪コンチェルティーノ・クラシコ より　第3楽章

龍生派 小原派月2 月3

中川モダンバレエアカデミー

フェアリーバレエシアター

スタジオ330

大川都バレエ教室

田中バレエ研究所

島田純子フラメンコ教室ALEGRIA

津田バレエスタジオ

可西舞踊研究所

谷井よう子舞踊研究所

和田朝子記念 Air Ballet Studio

〈出演順〉

入場無料
みんなでGOGO!!
（歌澄奏ミュージカルシアター観劇）

魚津市手をつなぐ育成会開場30分前
13:30～14:30小ホール/52 日

全席自由
当日券1,000円春季邦楽演奏会 富山県邦楽協会開場30分前

13:00～16:30大ホール /262 日

会　　員 2,500円
非会員OT 3,000円
他 職 種 1,000円
学　　生 500円

第20回 富山県作業療法学会
一般社団法人
富山県作業療法士会
0765-22-1280

開場50分前
9：50～16:30小ホール/262 日

入場無料学びの森音楽祭2022
「第9回さくらピアノコンサート」

学びの森音楽祭実行委員会
0765-31-7001
（学びの森交流館）

開場30分前
13：30～15：30小ホール/53 日

全席指定
一般1,000円
（当日同額）　
クルー会員500円
（1会員2枚まで）
※3歳以下ひざ上無料

新川シネマプラス ほとり座select
映画「名付けようのない踊り」

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

開場各30分前
①10:30～12:30
②14:30～16:30

小ホール/192 日

関係者のみ
DOHOこども音楽会・
福田 翔ファミリーコンサート 同朋認定こども園開場30分前

13:00～15:30大ホール /182 土

会員制 入会金500円
会費（月額）
一　般 2,700円
学　生 1,500円
（大学・各種学校）
中高生 1,000円
※2ヶ月分の会費で
　1例会観られます。

第155回例会
劇団文化座「炎の人」 

魚津演劇鑑賞会
0765-24-6635
（事務局長  大島昭夫）

開場30分前
18:30～21:30大ホール /162 木

ピアノ1台につき
1時間1,000円
（1枠のみ）
要申込（1時間毎）

コンサートピアノオープンday
～コンサートピアノを弾いてみませんか‼～

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

各日
①9:00～ ②10:10～
③11:20～ ④12:30～
⑤13:40～ ⑥14:50～

大ホール

/42 土

5 日

2/3金 10:00～19:00
2/4土 9:30～16:00
2/5日 9:30～15:00

入場無料
みな穂農業協同組合
魚津市農業協同組合
アルプス農業協同組合

2/3 ファッション＆
きものフェア2023

展示ホール▶金 2/5 日

9:00～22:00
（初日13時から）
（最終日18時まで）

入場無料
協力隊ネパール会
090-4956-3053
（渡邊雅行）

ミラージュ
ギャラリー

ネパール協力隊
50周年写真展

2/12 ▶日 2/26 日

10:00～19:00
（初日13時から）
（最終日17時まで）

入場無料 （株）京都きもの市場
0120-115-008展示ホール大呉服市2/24 ▶金 2/26 日

10:00～17:30
（最終日のみ15:00まで）

入場無料 山本美術（山本祐介）展示ホール九谷焼と書画古美術展2/25 ▶土 2/27 月

●報告会「作業療法士による国際協力 -ネパール・マレーシア活動報告」
2/25㊏103号室（15:00～16:30）

道用 裕志（トランペット）・竹内 章（トランペット）・山田 奏（トランペット）・高島由香利（ユーフォニアム）・石﨑 達朗（ピアノ）

～春はもうすぐ？～』

報告会及びオンライン同時配信 申込み先   nabe@toyama.email.ne.jp


