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名寄ウィンターバンドフェスティバル
北の星座音楽祭　2016ニューイヤー・コンサート
福川伸陽＆三浦友理枝　ホルンの響き ピアノの調べ

ＥＮ－ＫＡＮ　Vol.2
春のうららのハートフルコンサート

北海道農民管弦楽団 第22回定期演奏会 名寄公演

名寄高等学校吹奏楽部 第24回定期演奏会 

奥華子 SPECIAL LIVE 2016

EN-RAYアフターバレンタインコンサート

名寄市立大学短期大学部児童学科 卒業公演

第４回　ナヨロ寄席

あみゅぜ。のファミリーコンサート

札幌交響楽団名寄公演
　　～アキラさんのモダンコンサート～

12:30開場／13:00開演

18:00開場／18:30開演

13:30開場／14:00開演

16:30開場／17:00開演

18:00開場／18:30開演

13:00開場／13:30開演

18:30開場／19:00開演

13:30開場／14:00開演

13:30開場／14:00開演

13:30開場／14:00開演

18:30開場／19:00開演

SOU V E N I R 090-6211-8518

E N - R AYホールチケットセンター
01654-3-3333

E N - R AYホールチケットセンター
01654-3-3333

E N - R AYホールチケットセンター
01654-3-3333

E N - R AYホールチケットセンター
01654-3-3333

名寄市民文化センター
01654-2-2218

北海道農民管弦楽団名寄演奏会実行委員会

090-3397-0063（佐藤）

名寄市民文化センター
01654-2-2218

名寄市民文化センター
01654-2-2218

名寄高等学校吹奏楽部
01654-3-6841（代表）

名寄市立大学今野研究室
01654-2-4194（代表）

500円（小学生以下無料）

500円（高校生以下無料）

500円 ※当日200円増

2,000円 ※当日500円増

4,500円 ※手数料500円別途

無　料

無　料

ファミリー1,000円
一般500円／小学生以下300円

指定4,000円／自由3,000円
高校生以下（自由）1,000円

一般1,000円
中高大500円／小学生無料

一般1,200円
中高大500円／小学生無料

※価格はすべて税込みです。 掲載情報は12月18日現在の情報であり、公演名・時間・料金などは変更になる場合がございます。

EN-RAYホール開館１周年記念事業

札幌交響楽団名寄公演
～アキラさんの
　　　モダンコンサート～
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　「マツケンサンバⅡ」やＮＨＫＥテレの音楽
番組「クインテット」でおなじみ！ ” アキラさ
ん ” の名で親しまれる作曲家・舞台音楽家の
宮川彬良氏が、札幌交響楽団とともにお届け
する「モダンコンサート」が、今年は名寄に
やってきます。
恋のバカンス、ディズニー『白雪姫』メドレー、
シ ン フ ォ ニ ッ

ク・マンボ・ナンバー５、宇宙戦艦
ヤマトといった、誰もが耳にしたこ
とのある親しみやすいナンバーを
中心に、アキラさんの楽しいトーク
も必聴です。

【出　演】 宮川 彬良（指揮とお話・ピアノ）
　　　　札幌交響楽団（管弦楽）
【料　金】 指定席：4,000円／大人：3,000円／高校生以下：1,000円
　　　　　　※当日500円増。未就学児不可。託児あり

【プレイガイド】
EN-RAYホールチケットセンター／TSUTAYA名寄店／
なよろ観光まちづくり協会／陽だまり／風連商工会 発売予定

２月

宮川 彬良

　「EN-KAN」とは、誰もが気
軽に芸術文化に親しむこ
とができる場を EN-RAY
ホールにつくろうと生ま
れた無料コンサートシ
リーズです。「EN」は ”エン
ターテイメント”や”縁”を、
「KAN」は ”鑑賞 ”や ”感動 ”

を表しています。ご来場の皆様それぞれにとっての「EN」と「KAN」が
生まれることを願ってお届けする「EN-KAN」、２回目となる今回は、
モスクワ国立音楽院大学院を修了後、札幌を中心に活躍するピアニ
ストの鈴木飛鳥氏と、札幌交響楽団のメンバーとして活動する傍ら、
J-POP のレコーディングにも参加するなど、幅広い活動が注目され
るヴァイオリニストの熊谷勇大氏が登場。
　「EN-KAN」らしく親しみやすいナンバーから本格的なクラシック
まで、幅広いラインナップでお送りします。春風が待ち遠しい３月、
一足お先に耳から春を感じてみては？

【出　演】 
鈴木 飛鳥（ピアノ）／熊谷 勇大（ヴァイオリン）
【料　金】 無　料
【入場整理券】
EN-RAYホールチケットセンター／なよろ観光まちづくり協会
／陽だまり／風連商工会
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EN-KAN Vol.2

春のうららの
ハートフルコンサート

Photo: Masahide Sato

熊谷 勇大 鈴木 飛鳥

整理券
配布開始
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N名寄ウィンターバンドフェスティバル

あの旭川凌雲高校吹奏楽部と夢の競演！
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O
N アフターバレンタインコンサート

チョコよりも濃厚な音楽がココにある
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S
U
N あみゅぜ。のファミリーコンサート

お花畑へ出かけよう！
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第４回　ナヨロ寄席
名人の妙技を堪能せよ！

北の星座音楽祭
2016ニューイヤー・コンサート

福川伸陽＆三浦友理枝
ホルンの響きピアノの調べ

北海道農民管弦楽団
第22回定期演奏会
名寄公演THU
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【出　演】 あみゅぜ。
【料　金】 ファミリー1,000円／一般500円／小学生以下300円
 ※当日300円増。ファミリーチケットは家族最大５人まで

【プレイガイド】
EN-RAYホールチケッ
トセンター／市立名
寄図書館（本館）／な
よろ観光まちづくり
協会／風連商工会

発売
㈬1/６

　「お腹の中の赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、誰も
が気軽に音楽に触れ合える機会を届ける」ことをモットーに、道内
各地に活動の幅を広げている女性音楽グループあみゅぜ。がお送
りする、親子で楽しめるリトミックコンサート。０歳のお子様から
ご入場いただけます。管楽器４本とピアノによるアンサンブルで
奏でる音楽に合わせて、楽しく体を動かそう！
　リトミックとは、音楽を使って楽しく遊びながら、子どもの持っ
ているさまざまな能力を引き出す音楽教育の一種です。難しいこ
とはなにも必要ありません。「ちょうちょう」「ぶんぶんぶん」と
いったおなじみの童謡やディズニーメドレーから本格的なオペラ
の名曲まで、まるで物語の主人公になったかのような気分でお楽
しみいただけます。お子様はもちろん、大人の方もたまには童心に
返って、心地よい音楽に身を委ねてみませんか？
　ご家族みんなで楽しめる、お得なファミリーチケットもご用意

しました。ご家族最大５人までご入場いただけます。お子様を囲ん
で、みんなで盛り上がれること間違いなし！

　バレンタインは過ぎても、まだまだ甘～い気分に浸りたい！そ
んなあなたのための、ピアノ連弾デュオ、Duo Traumerei（デュオ ト
ロイメライ）によるとっておきのコンサート。
　1 台のピアノを 20 本の指が操る連弾は迫力満点。
縦横無尽に奏でられるショパンやサン・サーンス
の名曲たちが、あなたを夢想 ( トロイメライ）の世
界へと誘います。

【出　演】 
Duo Traumerei　デュオ トロイメライ
（西原 なつき・山田 陽子）
【料　金】 
一般500円／高校生以下無料
【プレイガイド】
EN-RAYホールチケットセンター／な
よろ観光まちづくり協会／陽だまり／
風連商工会発売

㈬1/６
　名寄市内の中・高・大学の吹奏楽団が一堂に会する、吹奏楽の
ための祭典。ゲストバンドの「旭川凌雲高等学校吹奏楽部」は、
全日本高等学校吹奏楽大会をはじめ、数々の吹奏楽の全国大会で
の受賞経験を持つ超実力派吹奏楽団。吹奏楽ファンならずとも、
この夢の競演は見逃せない！

　        ～出演団体～
名寄中学校吹奏楽部

名寄東中学校吹奏楽部

名寄高等学校吹奏楽部

名寄産業高等学校吹奏楽部

名寄市立大学吹奏楽団

旭川凌雲高等学校吹奏楽部
(ゲストバンド )

【出　演】 旭川凌雲高等学校吹奏楽部／名寄市内吹奏楽部
【料　金】 一般500円／小学生以下無料（整理券あり）
【プレイガイド】
EN-RAYホールチケットセンター／なよろ観光ま
ちづくり協会／風連商工会／美深町文化会館
COM100／士別市民文化センター

発売中
好評

　本物の上質な音楽との
出会いをもたらしてくれ
る、北の星座音楽祭。2016
年の記念すべき第一弾が、
ここEN-RAYホールで開催!
出演は、N響の首席ホルン
奏者として活躍しつつ、
「ホルンのレパートリーの

拡大」をライフワークとし、数々の先進的な試みを行っている今
もっとも注目を集めるホルン奏者、福川伸陽氏。そして、若くして
数々の国際ピアノコンクールでの受賞経験を持ち、テレビやラジオ
への出演も多数の人気実力派ピアニスト、三浦友理枝氏。新年の幕
開けに、繊細で力強いホルンとピアノの共演に浸ってみませんか？

【出　演】 福川 伸陽（ホルン）／三浦 友理枝（ピアノ）
【料　金】 一般1,000円／中高大学生500円／小学生無料　
　　　　　　※未就学児不可。託児あり

【プレイガイド】
EN-RAYホールチケットセンター／陽だまり／TSUTAYA
名寄店／下川町教育委員会／美深町教育委員会／
音威子府村教育委員会／中川町教育委員会 発売中

好評

福川  伸陽 三浦  友理枝

　『鍬で大地を耕し、音楽で
心を耕す』―あの宮沢賢治の
夢を実現した、農業従事者を
中心に構成されるオーケス
トラがついに名寄に登場！
北海道農民管弦楽団は、北海
道在住の農家および農業関
係の仕事に携わる音楽愛好

家が、農閑期に一堂に会して演奏会を行うユニークな楽団で、一昨年
20 周年を迎えました。日々自然と向き合ってきた楽団メンバーが奏で
る、チャイコフスキーやヨハン・シュトラウスの名曲は、きっとあな
たの心に優しく・そして力強く響くことでしょう。

【出　演】 北海道農民管弦楽団（指揮：牧野 時夫）
　　　　中村 幸（ピアノ独奏）
【料　金】 一般1,200円／中高大学生500円／小学生以下無料
　　　　　　※一般のみ当日300円増

【プレイガイド】
EN-RAYホールチケットセンター／TSUTAYA名寄店／
なよろ観光まちづくり協会／道の駅もち米の里なよ
ろ／陽だまり／ふうれん地域交流センター／下川町
公民館／美深町文化会館COM100 発売中

好評

　冬場こそ、じっくり腰を据えて落語を聞くにはうってつけの季
節。そんなわけで、11 月に開催し大好評を博した「延齢寄席」に引
き続き、今年もやります、冬の名寄の風物詩「ナヨロ寄席」。
　出演は、本格古典落語の名手として名高い柳家さん喬師匠。昨年
の「ナヨロ寄席」にも出演し、細やかな所作や表情など、その洗練
された芸は多くの聴衆を魅了しました。人情噺に定評のあるさん
喬師匠ですが、臨場感あふれる滑稽話で会場を沸かせる場面も。今
年はどんな噺で魅せてくれるのか、乞うご期待！
　また今回は、さん喬師匠門下であり 2015 年に二ツ目に昇進し
た新進気鋭の落語家柳家やなぎさん、2013 年に二ツ目となり女流
落語家として活躍中の三遊亭日るねさんも登場。これからの飛躍
が楽しみな、この二人にも注目です。
　落語好きの方も、「延齢寄席」を聴いて落語の面白さに目覚めた
方も、落語はよくわからないけれど何となく興味のある方もぜひ

EN-RAY ホールへ！まだま
だ長い冬を、笑って吹き飛
ばしましょう！

【出　演】 
柳家 さん喬
柳家 やなぎ
三遊亭 日るね
【料　金】 
一般2,000円  
※当日500円増。未就学児不可

【プレイガイド】
EN-RAYホールチケットセンター／TSUTAYA名寄
店／陽だまり／パン工房 留久／よしなり／なよ
ろ観光まちづくり協会／風連商工会 発売
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三遊亭  日るね

柳家  やなぎ

柳家  さん喬

Photo:山田 雅子Photo:横井 洋司

Photo:横井 洋司


