PRESS RELEASE
２０２1 年 11 月吉日
認定 NPO 法人あっちこっち

報道関係者各位

〜心に癒しを、あなたに笑顔を Relax your mind, smile for you〜

あっちこっち アトリウムコンサート♪
2021 年 12 月 全 6 回のシリーズ 12 回開催のバリアフリーコンサート

貴社におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
当方は、芸術で社会貢献活動を行う認定 NPO 法人あっちこっちと申します。
この度、横浜市の新市役所アトリウムの大空間にて、コンサートシリーズを開催します。
このシリーズは、コロナ禍により社会全体が疲弊し人々が閉塞感を抱く昨今だからこそ、「生の芸術」をとおして癒
しと笑顔を届けたいという熱い思いのもと昨年スタートし好評をいただき、今年も開催する運びとなりました。
子どもをはじめ、すべての世代へ心の潤いを、そして人前でのパフォーマンスを生業とするアーティストの本来
の活躍の場を提供する、来場者・出演者が共に笑顔になれるプロジェクトです。
是非とも本プロジェクトをご取材・ご掲載下頂きたく、お願い申し上げます。
《本プロジェクトの特徴》
・総勢 18 名の異分野のアーティストによる音楽×美術×ダンスを安心安全に楽しめるバリアフリーコンサート！
・入場の年齢制限を設けず、赤ちゃん連れのお母さんから高齢者まで、ベビーカーや車いすのままご覧いただくこ
とができ、すべての年代の方が気軽に参加できる！
・本格的なクラシック音楽をはじめ、誰でも口ずさめる映画音楽など幅広い内容！
・大画面 LED ビジョンを使用して、映像や美術の視覚的効果を生演奏と同時に楽しめる！
・ダンサーによる身体表現を取り入れたプログラムも開催！

本プロジェクトのメインビジュアルの一例

《開催概要とラインナップ》
第 1 回：12/14(火)「踊り明かそう！！～心躍る名曲とともに」 ”ソプラノ・ピアノ・ダンス”
第 2 回：１２/16(木)「音楽で巡る世界の冬景色～フルートとピアノ連弾による」 ”フルート・ピアノ連弾”
第 3 回：１２/22(水)「世にも稀有な冬至祭」 “サックス・トロンボーン・ピアノ”
第 4 回：1２/2８(火）「ミュージカルの名曲たち～年の瀬に味わうこの一年への感謝～」 ”フルート・ピアノ・ダンス”
第 5 回：1２/2９(水)「バロック音楽ってどんなもの？」 “チェンバロ・ヴァイオリン・ピアノ”
ひかり

第 6 回：1２/30(木) 「希望を見みつける」 “フルート・ピアノ・映像”
各回：①11:00 開演（10:45 開場）②13：00 開演（12：45 開場）①②は同一プログラムです。
会場：横浜市役所アトリウム（〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 新庁舎 1F アトリウム内）
料金：前売・当日ともに５００円 大人・子ども一律料金（0 歳から入場可能。未就学児は膝上鑑賞の場合は無料）
※｢横浜市新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン｣に準拠した対策をおこないます。

後援：横浜市文化観光局、助成：ARTS for the future!
「認定 NPO 法人あっちこっち」とは
芸術文化を通して地域社会と住民、アーティストをつなぐことを目指し、2011 年設立(2013 年法人化)。優秀な多分野の若手芸術家が 60 名以上登録
しており、被災地でのカフェコンサートや子どものためのワークショッフの企画・制作他、国際交流事業も実施。2015 年より横浜市芸術文化教育フラッ
トフォーム「アーティストが学校へ」コーディネーター、「第 9 回かながわ子ども・子育て支援大賞特別賞」受賞。令和３年度「子供と家族・若者応援団」内閣
府特命担当大臣表彰。

認定 NPO 法人あっちこっち 理事長 厚地美香子、プロジェクト担当 楢原いちご
TEL：090-1261-1308

FAX：045-663-9069 E-mail：info@acchicocchi.com

12 月 14 日（火）「踊り明かそう！！〜心踊る名曲と共に〜」
ソプラノ

中野 亜維里

ダンス

高橋 結希

ピアノ

12 月 16 日（木）「音楽で巡る世界の冬景色
フルート

岡田 澪

ピアノ

岩下 真麻

ピアノ

降旗 真理子

〜フルートとピアノ連弾による〜」
吉田 春音

12 月 22 日（水）「世にも稀有な冬至祭」
トロンボーン

福島 未希

サックス

鈴木 研吾

ピアノ

田中 愛実

12 月 28 日（火）「ミュージカルの名曲たち 〜年の瀬に味わうこの一年への感謝〜」
フルート

竹内 あすか

ダンス

C ュ タツヤ

ピアノ

浜野 与志男

12 月 29 日（水）「バロック音楽ってどんなもの？」
ヴァイオリン

市川 友佳子

チェンバロ

若狭 英雄

ピアノ

青木 佑磨

ひかり

12 月 30 日（木）「希望をみつける」
フルート

楢原 いちご

ピアノ

青木 智哉

映像

植村 真

午前の部 11：00 開演（10:45 開場）
午後の部 13：00 開演（12:45 開場）

各回限定 50 席。公演は休憩なしの約 1 時間。午前の部・午後の部ともプログラムは同一です。
※本公演は新型コロナウイルス対策を講じた公演です。

横浜市役所アトリウム
横浜市中区本町 6-50-10 １F アトリウム内
みなとみらい線「馬車道駅」直結 横浜市営地下鉄・JR 根岸線「桜木町駅」徒歩 3 分

■ チケット

500 円（全自由席 / 前売り・当日同料金）0 歳から入場可。未就学児は膝上鑑賞の場合は無料
前売り｜Peatix より電子チケット購入（https://peatix.com/） 当日｜前売が残った場合のみ開演 30 分前より販売

主催

認定 NPO 法人あっちこっち 090-1261-1308

後援

横浜市文化観光局

12 月 14 日（火）「踊り明かそう！！〜心踊る名曲と共に〜」
ソプラノ、ピアノ、ダンサーによる、心踊るコンサート。観て、聴いて、感じて、一緒に楽しみましょう。
Stand Alone（久石譲）/ クリスマスソングメドレー / マイ・フェア・レディーより「踊り明かそう」（F. ロウ）
ソプラノ

ダンス

ピアノ

中野 亜維里
Airi Nakano

高橋 結希
Yuuki Takahashi

降旗 真理子
Mariko Furuhata

購入はこちらから

12 月 16 日（木）「音楽で巡る世界の冬景色〜フルートとピアノ連弾による〜」
音楽と一緒に思いっきり旅行してみませんか？世界各国の冬景色を巡ります。旅の最後には、楽しいクリスマスソングが聴こえてきますよ。
（P.チャイコフスキー）四季より
くるみ割り人形より「序曲」
「金平糖の踊り」
「葦笛の踊り」
「冬」第 1楽章（A.ヴィヴァルディ）/ブエノスアイレスの冬（A.ピアソラ）他

フルート

岡田 澪
Mio Okada

ピアノ

ピアノ

吉田 春音
Harune Yoshida

岩下 真麻
Maasa

購入はこちらから

Iwashita
© 井村重人

12 月 22 日（水）「世にも稀有な冬至祭」
吹奏楽やビッグバンドではお馴染みのサクソフォンとトロンボーン。そんな 2 つの楽器がソリストとしてピアノと融合します。
本格的なクラシック曲から耳馴染みのあるクリスマス曲まで、迫力と癒しのサウンドをどうぞお楽しみください♪

ピアノトリオ第1番 ニ短調 第1楽章（F.メンデルスゾーン）/ アヴェ・マリア（G.カッチーニ）/ クリスマスパーティーは大騒ぎ（春畑セロリ）他
トロンボーン

サックス

ピアノ

福島 未希

鈴木 研吾

田中 愛実

Miki Fukushima

Kengo Suzuki

購入はこちらから

Manami Tanaka
©Sho Yamada

12 月 28 日（火）「ミュージカルの名曲たち〜年の瀬に味わうこの一年への感謝〜」
名作ウエストサイドストーリーほか様々なミュージカルの名曲とそのダンスを味わいながら、
この一年への感謝と 2022 年への希望を感じていただける場にしたコンサートです。

ウエストサイドストーリーより (L. バーンスタイン ) / 私のお気に入り (R. ロジャース ) / くるみ割り人形より (P. チャイコフスキー ) 他
フルート

ダンス

ピアノ

竹内 あすか

C ュタツヤ

浜野 与志男

Asuka Takeuchi

Tatsuya Cu

購入はこちらから

Yoshio Hamano

12 月 29 日（水）「バロック音楽ってどんなもの？」
ヴァイオリン、ピアノ、そしてチェンバロによるバロック音楽のコンサート♪... ところで " バロック " って何？
" チェンバロ " ってどんな楽器？その答えはこのコンサートでわかります♪

アヴェ・マリア（C. グノー）/ G 線上のアリア（J.S. バッハ）/ 四季より｢冬｣（A.ヴィヴァルディ）他
ヴァイオリン

チェンバロ

ピアノ

市川 友佳子

若狭 英雄

青木 佑磨

Yukako Ichikawa

Hideo Wakasa

購入はこちらから

Yuma Aoki

ひかり

12 月 30 日（木）「希望をみつける」
フルートとピアノ、そして映像による公演です。コロナ禍から見える “ひかり “はどのようなひかりでしょうか。
みなさんにとって新たな年が希望 ( ひかり ) で溢れるよう、心温まる作品をピックアップしました。
（A. メンケン）他
道の記憶より「雨上がりの道」（上林裕子）/ 映画 リトル・マーメイドより「パート・オブ・ユア・ワールド」

フルート

ピアノ

映像

楢原 いちご

青木 智哉

植村 真

Ichigo Narahara

Tomoya Aoki

Makoto Uemura
©Ayane Shindo

購入はこちらから

