
2017 年 1月 20 日現在

喜多方プラザ 文化センター イベントカレンダー2 月 2018

喜多方プラザ文化センター 〒966-0094
福島県喜多方市字押切二丁目1番地
TEL. 0241-24-4611  FAX. 0241-24-4612
http://www.kitakataplaza.jp

・大ホール
・小ホール
・小会議室
・第一会議室
・第二会議室

・第一練習室
・第二練習室
・第三練習室
・視聴覚室
・和室

全席
自由

全席
自由

会場 時間（開場・開演・終演予定）　　　　お問い合わせ先
日  付 チケット

取扱い 一般価格（円）
公演名

プレイガイド 施設貸出し時間のご案内

9:00~22:00
　当館は、　　　　　　

3区分の貸出しになっております。
ご利用等についてはお気軽にお電
話又は、事務所受付までお問い合
わせくださいませ。

  9:00~12:00
13:00~17:00
18:00~22:00

9:00~17:00
事務所受付営業時間

※チケットの販売や施設の受付、
　お問い合わせ等は受付営業時間
　内にお済ませください。

(土曜日のみ9:00~12:00)
(平日)

※日曜・祝日は申し込みできませ
　ん。

2/3
(土)

2/7
(水)

2/3-4
( 土・日 )

喜多方 そばフェスタ

大ホール　　開場 13:30  開演 14:00 喜多方プラザ 0241-24-4611

東側特設テント　両日共 10:00～16:00 実行委員会 (喜多方観光物産協会 )0241-24-5200
○

※1 月 20 日現在の情報です。詳細につきましては電話又は、喜多方プラザホームページをご覧ください。

大ホール　　開場 13:00 開演 13:30

ー 喜多方劇場「歌とピアノとサックスの調べ」

視聴覚室　1回 10:00 /2 回 13:00 /3 回 16:00 /4 回 19:00

会津喜多方商工会議所 0241-24-3131

エンターテイメントドリームフェスタ実行委員会 0241-24-5243

担当（澤田） 090-2956-3419

大ホール　　開場 13:00  開演 13:30 喜多方東高等学校 0241-22-2161

実行委員会 (喜多方観光物産協会 )0241-24-5200
東側特設テント
10日10:00～20:00  11日 9:00~16:00

東側特設テント  16:00～20:30

2/10-11
( 土・日 )

喜多方SAKEフェスタ2018 ー

ー

全国 ラーメンフェスタ

2/11
( 日 )

きたかたエンターテイメントドリームフェスタ！

○

○

○

3,000 円

ー

ー

2/24
( 土 )

映画「祝福の海」上映会○

2/25
( 日 )

喜多方東高等学校音楽部「SPRING CONCERT]○

喜多方プラザ自主事業　きたかた劇場

ー

入場無料

これはいのちの物語。

喜多方プラザ自主事業

1 杯 600円
お得な３枚綴り前売券 1,500円

1杯 600円

前売　500円
当日　600円

前売　1,000 円
当日　1,200 円

300円

喜多方プラザ大ホール入場無料！お気軽に！！お越しください

お問い合わせ 喜多方プラザ ☎0241-24-4611 http://www.kitakataplaza.jp

主催 喜多方プラザ自主文化事業推進協議会 協力 舞台研究会うらかた 協賛 蔵のまち喜多方冬まつり実行委員会
喜多方発２１世紀シアター実行委員会後援 福島民報社　/ 福島民友新聞社　/ 喜多方シティエフエム

蔵のまち
喜多方冬まつり
「そばフェスタ」
2/3~4 土~日
同時開催‼

蔵のまち
喜多方冬まつり
「そばフェスタ」
2/3~4 土~日
同時開催‼

唐橋 郁 ( ソプラノ )
喜多方高校卒業後、国立音楽大学声楽
学科にて学ぶ。2011 年 SEIKO復興
支援喜多方コンサートにおいて前田憲
男氏と共演。2016年には二胡奏者チェ
ンミン氏の喜多方公演に友情出演。

唐橋 郁 ( ソプラノ )
喜多方高校卒業後、国立音楽大学声楽
学科にて学ぶ。2011 年 SEIKO復興
支援喜多方コンサートにおいて前田憲
男氏と共演。2016年には二胡奏者チェ
ンミン氏の喜多方公演に友情出演。

角田 涼子(ピアノ)
郡山女子短期大学音楽科ピアノ専攻
卒業。郡山市、福島市においてコン
セールボヌール演奏会に出演。平成
13年会津若松市においてジョイント
リサイタルを開催。平出智子氏,福
田敬子氏,金子泰三氏に師事。

角田 涼子(ピアノ)
郡山女子短期大学音楽科ピアノ専攻
卒業。郡山市、福島市においてコン
セールボヌール演奏会に出演。平成
13年会津若松市においてジョイント
リサイタルを開催。平出智子氏,福
田敬子氏,金子泰三氏に師事。

板橋 亮（サックス）
市役所職員からプロ演奏家
へ転身という、異色の経歴
を持つ喜多方市在住のサク
ソフォン奏者。各地での演
奏を行うほか、ヤマハ音楽
振興会認定講師を経て2015
年9月に「RinK STUDIO」
を開所し、自身によるサク
ソフォン教室を展開している。

板橋 亮（サックス）
市役所職員からプロ演奏家
へ転身という、異色の経歴
を持つ喜多方市在住のサク
ソフォン奏者。各地での演
奏を行うほか、ヤマハ音楽
振興会認定講師を経て2015
年9月に「RinK STUDIO」
を開所し、自身によるサク
ソフォン教室を展開している。

地元ゆかりのアーティストが
喜多方プラザの大ホールで共演！
Sax, 板橋亮　　Piano, 角田涼子の繊細
かつダイナミックな音色に合わせ、　
Soprano, 唐橋郁が歌います。

2/3~4 蔵のまち喜多方冬まつり喜多方そばフェスタ
１枚 600 円
3枚綴り1,500円 喜多方プラザ内

2/10~11 蔵のまち喜多方冬まつり喜多方ラーメンフェスタ １枚 600 円 喜多方プラザ内

2/7 喜多方 SAKE フェスタ 3,000 円 喜多方プラザ内

2/11 きたかたエンターテイメントドリームフェスタ 500 円 喜多方プラザ大ホール

2/24 映画「祝福（いのり）の海」上映会 1,000 円 喜多方プラザ視聴覚室

2/25 SPRING CONCERT 喜多方東高等学校音楽部 500 円 喜多方プラザ大ホール

チケット料金 会　場


