
発行 NPOたけとよ・武豊町教育委員会
2023年3月号

※イベント時、 主催者記録用の撮影を行います。 武豊町 / 武豊町民会館のＨＰ、 主催者発行物等に写真を使用することがあります。 予めご了承ください。

ゆめたろうプラザのイベント情報をお届けします！

ゆめたろうプラザ（武豊町民会館）〒470-2555　愛知県知多郡武豊町字大門田１１番地　TEL:0569-74-1211　FAX:0569-74-1227 受付時間9:00～21:00　月曜休館（祝日の場合は翌平日）

■ゆめたろうプラザ ホームページ　https://yumetarou-kaikan.net / 　■ゆめたろうプラザ ブログ　http://www.yumetaro.net /blog /
■ゆめたろうプラザPress フェイスブック　https://www.facebook.com/yumepura/　■ゆめっちぃ ツイッター　http://twitter.com/yumetchy/
詳しくは広報たけとよ・ちらし・ホームページをご覧ください。（ちらし設置場所･･･ゆめたろうプラザ・武豊町役場・図書館・中央公民館等）

vol.168

※
受

付
・販

売
状

況
は

  2
/2

1
 現

在
の

情
報

で
す

◎ Calendar …  ３月４月のイベント …マスクや消毒など感染予防対策をしてご参加ください

響きホール：Ｒ５/３/２１(火)～１０/３１（火）の
期間は工事のためご利用いただけません。
詳しくは町民会館まで。

ホール天井耐震工事予定のお知らせ

◎ ３月４月の 申込み・チケット発売・整理券配布

※お電話による予約は各申込日・発売日の翌日からゆめたろうプラザまで。 詳しくはホームページかチラシで…

※★印の参加申込みは代理での申込みは可能ですが、１回につき１人分のお申込みとなります。代理人は
　 対象年齢以上の方で、申込み開始日で申込み者の列ができている場合、１回につき１人分のお申込みとなります。
 　（複数人の代理申込みをする場合、１人目の申込み手続きが完了してから２人目の申込みができます。）

3/ ４（土）発売【4/22 ゆめプラメイト総会アトラクション「Te Amo（ティ・アモ）」】

３/１１（土）申込【4/15 モデルロケット製作教室＆打ち上げ大会「大空杯」】★※小学４年生以上

３/25（土）申込【4/15 モデルロケット製作教室＆打ち上げ大会「大空杯」】★※空きがあれば小学１～３年生

4/15（土）会員【7/16 人形劇「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」】

4/22（土）一般【7/16 人形劇「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」】

4/22（土）申込【6/4 話し方体験教室　声・滑舌編】★

4/22（土）申込【9/17 話し方体験教室　プレゼン編】★

4/22（土）申込【9/17 アフレコ体験講座】★

＊新型コロナウイルス感染症の影響等により 延期、 中止の可能性があることを予めご了承下さい＊

２階喫茶ゆめひろば３月の休業日

休業日▼　※3/4（土）・5（日）・12（日）・19（日）はオープン

3/11（土）・18（土）・21（火祝）・25（土）・26（日）

音 楽

SBTの次のステージは”swing黄金時代の曲をお
届け”。皆さんに楽しんでいただけるよう、jazz　
swingを極めるために、SBTメンバー絶賛練習中
です！輝きホールでのSBTサウンドをどうぞお楽
しみに♫　 　　　　　　　　　500円/発売中

Swing Band TAKETOYO 第29回コンサート

Next Step

3/12（日）14:00開演

小学生以上

音 楽

童謡や往年の名曲をピアノやキーボードと雅楽
（笙・篳篥）で演奏します。　　 　 500円/発売中

ゆめプラ モーニングコンサート⑥

西洋と雅楽の響演

3/15（水）10:30開演

小学生以上

 出演：  田中佐京（笙・篳篥）
畑本留美（ピアノ・キーボード）

生でしか味わえない感動がある
～絆を紡いで１０回目、武豊春の音楽祭２０２３～ 武豊春の音楽祭 2023

日油㈱社員によるロケット講座と、固形燃料

のロケットエンジンで飛ぶモデルロケットの

製作と打ち上げ大会です。

20回目を迎える本教室では特別企画を考

え中！詳細はちらしにて。

モデルロケット製作教室
　＆打ち上げ大会「大空杯」

4/15（土）9:30～15:30

ロケット小学生以上

alpha3

4/29（土）15:00開演

ゆめプラサロンコンサート2023①

「透きとおる音色～遥かなる中国琵琶の魅力」

出演： さくら（中国琵琶）、葉 衛陽（中国琵琶・中阮）、冨田裕三子（ピアノ）

日中友好の架け橋。　想像の枠を超えた優美な音

色。中国の伝統と歴史を受け継ぎ、ときに優しく、 

ときに激しく、その音色は、私たちを悠久の大地

へと誘い込む。　前売一般2,000円25歳以下

1,000円/全席指定/発売中

小学生以上 音 楽

情熱歌唱と超絶技巧！JAZZ&POPS。

タイトルの「Te Amo（ティ・アモ）」はラテン語で

「愛してる」の意味。熱い熱いパッションがみなさ

んの心に届きますように。

チケット500円（ゆめプラメイト・ヤングメイトは

会員証提示で無料）/小学生以上/3.4発売

ゆめプラメイト総会2023アトラクション  Ｔｅ Ａｍｏ（ティ・アモ）

4/22（土）15:00開演 音 楽小学生以上
出演： 尾崎 真希(Vo.)、高橋 誠(Vn.)、望月 雄史(Gt.)、片桐 一篤(Pf.)

第28回武豊町絵画展

4/25（火）～30（日）9:00～17:00（最終日は16:00まで）

絵 画どなたでも

武豊町在住・在勤・在学の絵画愛好家が集結！
今年も力作がたくさん！　　　　　　  入場無料

ⓒYuji Ueno

ゆめたろうプラザで販売される音楽祭の市民企画チケット（★）は一般前売のみです。取り置きなどの予約はできません。詳しくはちらしをご覧ください。

3/19（日）15:00開演

知多半島から世界へ！
務川慧悟＆進藤実優  ２台ピアノの響演

世界最高峰のコンクールで
華々しい成果をあげ世界に

音 楽小学生以上

林光ソング「森は生きている」と市原邦子原作「きつ
ね谷花ものがたり」の作品コラボによって誕生した
ミュージカル★500円（未就学児膝上無料）／発売中

出演：ラ フルール ハーモニーキッズ3/4（土） 15:30開演

林光ソングでつづる
「きつね谷の森の仲間と女の子の物語」

音 楽どなたでも

武豊町出身。昨年オクタヴィアレコードよりデ
ビューアルバムをリリース。　★1,000 円／発売中

出演：日置ひと美（ピアノ）
3/5（日） 14:30開演

日置ひと美ピアノ・リサイタル
音 楽小学生以上

誰もがよく知る名曲を篠笛とギターのインストゥルメ
ンタルでお届けするコンサート。★1,000 円／発売中

出演：かぜまち
3/11（土） 11:30開演

『ここから祈りを～かぜまちコンサート』
音 楽どなたでも

寺山修司と中田喜直の世界「木の匙」。結婚生活を
テーマに、歌とピアノでオペラチックにお届けします
★【前売】一般 2,000 円、学生 1,000 円／発売中

出演：REY【東えり（ソプラノ）、東裕二（バリトン）、都築れな（ピアノ）】
3/11（土） 17:30開演

～3人のモノローグによる歌曲の夕べ～「木の匙」
音 楽小学生以上

クラシックの名曲を、弦楽四重奏でお届けします。★一般1,500 円、
小学生以下 700円ほか（２歳以下無料（要おひざ券））／発売中

出演：Quartet Repos3/18（土） 11:30開演

春は気軽に ～Quartetto～ 音 楽どなたでも

幼い頃から共に切磋琢磨してきた中学２年生によ
るフレッシュなピアノコンサート。★500円／発売中

3/18（土） 17:30開演

野村優名・原菜月 ピアノコンサート
音 楽３歳以上

バイオリン、クラリネット、マリンバ、
パーカッション。みんなで楽しもう！
「にじいろ音楽隊」が踊り出す音の
ひろばへようこそ♪
前売一般1000円・子ども（３歳～中学
生）500円／発売中

3/4（土）①11:00開演 ②13:30開演 

にじいろ音楽隊　踊り出す音のひろばへ
音 楽どなたでも

出演：にじいろ音楽隊【黒田かなで（バイオリン）、岡林和歌（クラリネット）、
　　 　　　　　　　 近藤幹夫（マリンバ）、美郷（パーカッション）】

オープンスペースコンサート★ロビーで気軽に楽しめる無料コンサート

3/4（土） 11:00～16:00　
出演①：トロンボーンアンサンブルジョイフル

　　　　　トロンボーンでポップス、演歌、アニソンなど

出演②：Z.RIVER

　　　　　半田市在住のラテン音楽演奏を楽しむ男性シルバー5人組

出演③：Rukoko

　　　　　声楽デュオとゴシックハープの演奏

出演④：とろんぼ～ん ちーむ

　　　　　産声をあげたばかりのアンサンブルグループ

出演⑤：カプリトーン

　　　　　ドラム、ベース、 サックス、ピアノで親しみやすい曲

出演⑥：キャサリンとゆかいな仲間たち

　　　　　ピアノと歌で元気の出るオリジナルソングをお届け

出演⑦：Swing Band TAKETOYO

　　　　　少人数のコンボ編成でスタンダード・ジャズを演奏

3/5（日） 11:00～16:00　
出演①：衣浦ジャズ

　　　　　スタンダードジャズを中心に

出演②：The Beat Girls

　　　　　音楽好きな主婦５人で結成したガールズバンド

出演③：武豊町民劇団 TAKE TO YOU

　　　　　見ているあなたも 思わず身体がうずうず

出演④：pomecolo

　　　　　フルートと箏（こと）の和洋折衷アンサンブル

出演⑤：マチカク

　　　　　ジャズスタンダードとハンガリーの民族風メロディー

出演⑥：晴れオトコ、晴れ女

　　　　　結成６年目の４人編成のアコース ティック・バンド

出演⑦：Route247Band

　　　　　地元武豊町で結成後、早くも約20年位

出演：北原雅彦（トロンボーン）、MONKY（サクソフォン）、木村イオリ（ピアノ）
3/5（日） 17:00開演

PARADISE JAZZ SESSION 音 楽小学生以上

完売しました

（カルテット ルポ）

はばたく若き精鋭たち。
前売一般4500円・学生1000円ほか／発売中

小４以上/参加費2100円ほか/3.11受付

開始（3.25時点で空きがある場合は、小１～３

の方も申込み可能 ※３年生以下は保護者同伴）
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ゆめたろうプラザ ブログ　http://www.yumetaro.net/blog/
その他 各種イベント報告をご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにご協力くださりありがとうございます！
しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かんせんしょう　かくだい　 ぼうし　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょうりょく

Q1）ピアノを始めた理由を教えてください。

A1）4歳の時に大親友がピアノを始めたのがきっ　

　　 かけでした。

Q2）ピアノをやめたいと思ったことはありますか？

A2）練習は好きじゃないけれど、やめたいと思った

ことは一度もありません。定期的にコンクール

に出たりして、自分にはピアノしかないと思っ

ています。コンクールは世界各国からいろんな

　２月1８日(土)武豊春の音楽祭が開幕しました。オープニングコンサート

は、「知多半島から世界へ！進藤実優＆名芸大フィル　華やかなるピアノコ

ンチェルト」というタイトルで、世界で活躍する大府市出身のピアニスト進藤

実優さんと名古屋芸術大学フィルハーモニー管弦楽団が、竹本泰蔵さんの

指揮でラフマニノフやドヴォルザークの曲を演奏しました。小編成ながら迫力

のある演奏と、進藤さんの心揺さぶる演奏が大変好評でした。

　　出演されたピアニストの進藤さんは2002年生まれの20歳。現在人気

上昇中のピアニスト。中学３年生の時に参加したマスタークラスで講師に勧

められ、中学卒業後ロシアへ渡りモスクワ音楽院付属中央音楽学校で腕を

磨きました。2021年度の第45回ピティナ・ピアノ・コンペティション特級部

門で銀賞(第2位)を受賞。その後第18回ショパン国際ピアノコンクールで

はセミ・ファイナルに進出。今後ますますの活躍が期待されています。

　コンサートの後で進藤さんにお話を聞きました。

武豊春の音楽祭 開幕！

武豊春の音楽祭2月の10公演

ゆめたろうプラザの前でコンサートを終えた
進藤実優さん　　（進藤さんのTwitterより）

2/18（土）　★世界が注目する若手ピアニスト 進藤実優

知多半島から世界へ！進藤実優＆名芸大フィル
華やかなるピアノコンチェルト
出演：進藤実優（ピアノ）、竹本泰蔵（指揮）、

　　　 名古屋芸術大学フィルハーモニー管弦楽団

2/19（日）　★現役音楽大学院生によるデュオコンサート

Spring Concert ～春の薫りに寄せて～
出演：duo Kalamos（デュオ カラモス）

　　　 【土屋みいな（ヴァイオリン）、篠塚美華（ピアノ）】

2/19（日）　★親子で観るともっと楽しい！

ズーラシアンブラス　リミテッド・エクスプレス
出演：コビトカバ（指揮）、ホワイトライオン（トランペット）、

　　　 フランソワルトン（トランペット）、アンクルバク（ホルン）、

　　　 チーター（トロンボーン）、メガネグマ（チューバ）、

　　　 ドール（パーカッション）

2/19（日）　★知多半島出身の音大生２人の初リサイタル

横並遥＆靏木美智 piano joint concert
出演：横並遥（ピアノ）、靏木美智（つるきみさと）（ピアノ）

2/25（土）　★名古屋音楽大学出身の金管五重奏グループ

MOVIE IN BRASS　出演：Brass Plaisir

2/25（土）　★全国屈指の実力派吹奏楽部

光ブラス！迫力のサウンドと輝く音色
出演：日野謙太郎（指揮）、光ヶ丘女子高等学校 吹奏楽部

　　　 ゲスト：奥山泰三（トランペット／東京佼成WO）

2/25（土）　★独創性の高いオリジナル曲とカバー曲

躍動のエスパシオ　響き合う三原色
出演：Espacio【鎌田浩史（ピアノ）、硯象－Kenzo－

　　　　（パーカッション）、加川由梨（ヴァイオリン）】

2/26（日）　★ピアノと和楽器の新しい音楽スタイル

特別ユニット abandonne　和太鼓×ピアノコンサート
出演：abandonne（アバンドーネ）

　　　 【鳥居侑平（和太鼓、篠笛）、本郷実知子（ピアノ）】

2/26（日）　★童謡歌手 若林秀和を中心にお届けします

～春の音～ 童謡・唱歌コンサート
出演：なみの音（ね）の学校

2/26（日）　★シンセサイザー・ピアノ、フルート、舞との共演

Heartful Concert　～ 輝く光と共に ～
出演：Shining Wind 【歳田彩雅（シンセサイザー、ピアノ）、

　　　 　　　　　　　　　　　鳥山ひろみ（フルート）、横山希（舞）】

人が来て、友達になったりしてとても刺激になります。

Q3）子どもたちにメッセージをお願いします。

A3）音楽は心のよりどころ。素晴らしい物なので、みんなで大切にしていき

　　　たいですね。

　進藤さん、インタビューありがとうございました。ここに書ききれなかった

インタビューはゆめプラブログでお読みいただけます。

おしえて！ゆめっちぃ みんなからの質問にゆめっちぃがお答えするよ

Q．ホールが乾燥していて演奏中に咳が出そうになります。休憩中にホールの

　　外でのど飴をなめたりしていますが、なにか他にいい方法はないですか？

A．龍●散ダイレクトという水なしでのどを潤す粉薬の入ったスティックを

　　バッグに入れておくと安心。喉がムズムズしたらサッとお口に入れてみて

　　　　　 がつ　　　 　　にち　　 ど　　　 たけとよ  はる　　　　 おんがくさい　　　　 かいまく

　　　　　　　　　　ちたはんとう　　　　　　　　　　せかい　　　　　　　 　しんどう　　みゆ　　　　　　めいげいだい　　　　　　　　　　　　はな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  せかい　　　　 かつやく　　　　　　　　　おおぶし 　 しゅっしん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんどう

　　みゆ　　　　　　　　　　　　　　　なごや　　げいじゅつ だいがく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　かんげんがくだん　　　　　　 たけもと　たいぞう

　　 しき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょく　　　えんそう　　　　　　　　　　　　　　しょうへんせい　　　　　　　　　　はくりょく

　　　　　　　　　　  えんそう　　　　　　しんどう　　　　　　　　　 こころ ゆ　　　　　　　　　　　 えんそう　　　　たいへん　こうひょう

　　　　　しゅつえん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しんどう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねん 　う　　　　　　　　　　　　　　　  さい　　 げんざい　　にんき

じょうしょうちゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅうがく　　　ねんせい　　　　とき　　　　 さんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうし　　　　　すす

　　　　　　　　　　　　ちゅうがく そつぎょうご　　　　　　　　　　　　　  わた　　　　　　　　　　　　　　　　　おんがくいん  ふぞく 　　ちゅうおうおんがくがっこう　　　 　うで

 みが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ねんど　　　　 だい　　　　　 かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とっきゅうぶ

 もん　　　　ぎんしょう　 だい　　　　い　　　　　　じゅしょう　　　　　　　　　 ご　 だい　　　　  かい　　　　　　　　　　　　　こくさい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しんしゅつ　　 こんご　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつやく　　　　 きたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  あと　　　　しんどう　　　　　　　　　　　　 はなし　　　　き

たけとよ 　はる　　　　　　 おんがくさい　　　　かいまく

　　　　　　　　　　　　 はじ　　　　　　　　りゆう　　　 　おし

　  さい　　 　とき　　　　 だいしんゆう　　　　　　　　　　　　　　　　はじ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも

れんしゅう　   　す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも

　　　　　　　　　　いちど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ていきてき

　　　  で　　　　　　　　　　　　　　　　 じぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せかい　  かっこく

ひと　　　　 き　　　　　　 ともだち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しげき

　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ねが

 おんがく　　　 こころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すば　　　　　　　　　　　もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たいせつ

しんどう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ

しつもん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こた

　　　　　　　　　　　　　かんそう　　　　　　　　　　　　 えんそうちゅう　　　せき　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きゅうけいちゅう

 そと　　　　　　　　　 あめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほか　　　　　　　　 　ほうほう

りゅう●●さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みず　　　　　　　　　　　　　　　　 うるお　　こなぐすり　　はい

　　　　　　　　　　　　 い　　　　　　　　　　　　　　　あんしん　　 のど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くち　　　 い


