
15:30-16:30
(開場 14:30)

A/21[司1(冒(開場 14:00)芸17 喜ぶoo㊨

大阪フィルハーモニー交響楽団団員による
クラリネット五重奏コンサート
場所 :奈良県立図書情報館 2階メインエントランス

演奏 :ブルックス ･トーン (クラリネット)/伊藤 寿江 (ヴァイオリン)

橋本 安弘 (ヴァイオリン)/上野 博孝 (ビオラ)/林口 真也 (チェロ)

◆プログラム
ジャン･フランセ クラリネット五重奏曲 (1977)全4楽章
ドミートリイ･ショスタコ-ウイチ 弦楽四重奏曲第8番ハ短調作品110(1960)全5楽章
※予告なく曲順､曲E]を変更することがあります｡

4/20匡]‡昌(開場14:00)
伊東裕プレゼンツ～｢奏春のとき｣第2章～

場所 :奈良県立図書情報館 2階メインエントランス

演奏 :

伊東 裕 【チェロ】

伊東真奈 【ヴァイオリン】

小川響子 【ヴィオラ】

生熊 茜 【ピアノ】

◆プログラム

ドイツ･チューリンゲン州 ｢アルス･ムジカ｣
男声合唱団&ソプラノ岡田由美子
ジョイントコンサート～日独150年心のかけ橋～
場所 :奈良県立図書情報館 2脂メインエントランス

◆プログラム

オープニング 平城山 岡田由美子 琴伴奏 青山正子

【第一部】アルス･ムジカ合唱団
曲目 (教会の賛美歌)世界の人々へ愛を､さまよえる貴方へ､神へささげる歌

モテット､キリ工 サンクタス､アベマリア､ハレルヤ

【第二部】岡田由美子 ピアノ伴奏 北口裕子
曲目 さくらさくら､オペラ ｢蝶々婦人｣よりある晴れた日に､八重桜､花は咲く

(東日本大震災復興応援ソング)､荒城の月､アベマリア

【第三部】アルス･ムジカ合唱団
曲目 (ドイツ民謡)

タラウ地方のアン､愛の喜び､故郷の深谷 (美しい草原にて)､菩提樹､
五月の到来 (ドイツ作曲家による合唱曲)さわやかに歌う､流れ星､静かな夜に､
小夜曲､どうぞ貴方のお手を

【その他】
曲目 あかとんぼ､希望の歌 (ベートーベン･第9シンフォニーより､AndleFreude)

主催 :奈良県立図書情報館 /共催 :奈良日独協会 /後援
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ヨハネス･ブラームス ピアノ四重奏曲第3番ハ短調op60
バッハの無伴奏チェロ組曲第6番よりプレリュードとサラパンド
グオルク･フリードリヒ･ヘンデル
パッサカリアヴァイオリンとチェロのための二重奏(ハープシコードのための組曲第7番ト短調より)

涼予告なく曲板､曲目を変更することがあります｡
･･ヽ .r

10:00.-19:00
(開場 9:30)

SJQラボ.～舌による創造のワークショップ～ '
場所 :奈良県立図書情報館 l階交流ホール ･L_'Tt
参カロ費 :お一人様 2,000円 (当日徴収)

｢楽譜を使わない｣をテーマに､楽器､小道具､電子機器を使った､
自由な発想で音楽を生み出すワークショップ

◆プロフィール

ドイツ連邦共和国総領事館
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｢古都 奈良で奏でる青と人の物語｣展
場所 :奈良県立図TTI報gE 2階エントランス 共催 ならそら

4/16医l～29匝園 CE>

myhometown ～近畿措～

わ た しのて 千才も Ĵ･(
場所 奈良県立国暮TI報館 2階エントランス

マチオモイ帖は､日本全国のデザイナー.写真家､イラストレーター､映像
作象､コピーライター､箭葉書などのクリエイターが､自分にとって大切な町､
ふるさとの町､学生時代を過ごした町や､今暮らす町など､日本各地に眠る
無数の価値を､それぞれの思いと共に小冊子や映像にして紹介するものです｡

SJQは､魚住勇太 (ピアノ)､米子匡司 (トロンボーン)､ナカガイトイヴオ (ギター)､アサダ
ウタル(ドラム)､大谷シュウヘイ(ベース)そして人工生命によるプロジェクト｡ルーフを用いず､
一つ一つの音と音がドミノのように連鎖反応させることで､音楽が生まれ､展開する｡演奏はコ
ンピュータなどで､生演奏をリアルタイムで音響処理を行う､ライブエレクトロニクスという手
法で行われる｡
ホームページ http//wwwdubdbcom/sJq/

啄 Li搾咽 』

4/6(土)コミュニケーションブックレヴュー&クロストークⅠ
時 間-13:00-15:00 会 場 -1階交流ホール

4/20(土)ビブリオバトル#27テーマ ｢嘘｣
時 間-14:30-16:00 会 場 -庭 園 ※雨天の時は会場変更します｡

●詳しくは､各イベントチラシ ･ホームページをご覧ください｡
http//wwwllbraryprefnaraJP/event/sahoーarLmusICー2013/

4/14[司
3回上映11:00/13:00/15:00(開場各30分前)

横田丈実 監督作品 ｢加奈子のこと｣上映会

場所 :奈良県立図書情報館 1階交流ホール

(当日各上映時間の5分前までに会場にお越しください｡)

｢加奈子のこと｣公式サイト http//kanako-no-kotoJlmdocom/

作品紹介
現代社会で増えている一人暮らしの高齢者｡｢加奈子のこと｣は､大切な妻を亡くした

77歳の夫の-人暮らしの日々を綴った作品です｡｢独居老人｣と言ったいかめしい響き

とは別の世界｡亡き人と残された人を巡る豊かな世界です｡｢デジタル一眼レフによる

フルハイビジョン｣を採用｡従来にない繊細な映像表現が展開されます｡松浦昭浩カ

メラマンを始め-流スタッフが作り上げた､縦に伸びる日本家屋､そこに庁む人間の美

しさは必見です｡



■当館ホームページ申込みフォーム
　 http://www.library.pref.nara.jp/event/event_moushikomi.html

■メール申込み専用アドレス
　 koen@library.pref.nara.jp

■ＦＡＸ番号
　0742-34-2777
■来館   2階 貸出返却カウンターにて

※お電話ではお申込みいただけません。また、未就学児童の入場はご遠慮ください。
※1通に付き2名様までのお申込みとします（２名申込みの場合は、必ず「２名参加」と明記）。

■往復はがき
　 宛先　〒630-8135　奈良市大安寺西1-1000　
　　　　 奈良県立図書情報館「○○○（コンサート名明記）」担当
　①郵便番号・住所②氏名
　③連絡先電話番号（FAXでのお申込みの場合は、FAX番号もお書きください。）
　④コンサート名を明記してください。（各コンサートごとにお申込みください。）
　　また、往復はがきでお申込みの場合は、
　　返信用にも送付先の郵便番号、住所、氏名を必ず記入してください。

〒630-8135　奈良市大安寺西１丁目１０００番地
TE L ：0742-34-2111 　 FAX： 0742-34-2777
www.library.pref.nara.jp  E-mail : info@library.pref.nara.jp

【交通アクセス】
●近鉄奈良駅より
　奈良交通バス停 (８番のりば) から「県立図書情報館行き (22系統)」に
　乗車し、終点。所要時間約20分。
●ＪＲ奈良駅より
　奈良交通バス停 (10番のりば) から「県立図書情報館行き (22系統)」に
　乗車し、終点。所要時間約15分。
●近鉄新大宮駅より
　駅南口バス停から「四条大路南町行き (８系統)」に乗車し、
　県立図書情報館西口下車。徒歩５分。所要時間約15分。
●自家用車利用
　国道24号線の柏木町交差点を東に折れ、１つ目の信号を左折。
　約700メートル先の左手側。駐車スペース：普通車311台。
　１時間までは無料、それ以降は１時間毎に100円。
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「古都 奈良で奏でる音と人の物語」展
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