
会場｜名古屋港～築地口エリア一帯

2 0 17. 10 .14（土） – 12 .10（日）

アッセンブリッジ・ナゴヤ 2 0 17  コンサート情報

アッセンブリッジ・ナゴヤは、2016年よりスタートし、

名古屋の港まちを舞台にした音楽と現代美術のフェスティバルです。

［アッセンブリッジ  assembridge］とは、

「集める」「組み立てる」などの意味をもつ［アッセンブル  assemble］と、

［ブリッジ  br idge］を組み合わせた造語です。音楽やアートが架け橋となり、

まちと人が出会い、つながりが生まれ、新たな文化が育まれていくことを目指しています。

コンサートホールや美術館ではなく、いつものまちが会場となり、

名古屋の港まちの日常に音楽やアートが溶け込み、創造性溢れる場所から風景が動き出していきます。

9月11日（月）
予約・販売開始！

11.3 
（ 金・祝）

11.10
（ 金）

ウィーンフィル第二ヴァイオリン首席奏者  

クリストフ・コンツ×アンナ＝マグダレーナ・コーキッツ
によるデュオ・リサイタル

一日限りのオクテット
～ロマン派室内楽の調べ～

様々な音色に心躍る。今年も港まちで芸術を。

公演番号6 公演番号8



アッセンブリッジ・ナゴヤ 2 0 17  M U S I C  公演スケジュール

藤井香織×江頭摩耶  トーク&デュオ・コンサート
10.14（土） トーク12:30-13:30  コンサート13:30-14:30

会場  ●8  名古屋港ポートビル

アフリカを中心に地球を横断し活躍する二人による芸術的対話。
出演│藤井香織（フルート）、江頭摩耶（ヴァイオリン、ヴィオラ）

曲目│テレマン：フルートとヴァイオリンのためのソナタ TWV 40:111

　　　バッハ：無伴奏チェロ組曲より（フルート版、ヴィオラ版）　他

安田祥子×金澤みなつ  デュオ・リサイタル
10.29（日） 17:00-18:00　会場  ●1  港まちポットラックビル

要・現代美術展パスポート

要・現代美術展パスポート

昨年好評を博した名古屋出身デュオが、
色彩豊かでどこかアンニュイなフランスの名曲を奏でる。
出演│安田祥子（ヴァイオリン）、金澤みなつ（ピアノ）

曲目│フォーレ：ヴァイオリン・ソナタ第1番　他

クリストフ・コンツ  ×
アンナ=マグダレーナ・コーキッツによる
デュオ・リサイタル
11.3（金・祝） 19:00-20:00

会場  ●7  名古屋港ポートハウス

卓越した表現力で世界中を魅了するコンツ、
ネオ・クラシックと現代性の間で異彩を放つコーキッツ。
二人の先鋭がウィーンから上陸。
出演│クリストフ・コンツ（ヴァイオリン）、

　　　アンナ＝マグダレーナ・コーキッツ（ピアノ）

曲目│グリーグ：ヴァイオリン・ソナタ第3番 ハ短調

　　　ブラームス：ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調

サポーター席│1,500円 ＊現代美術展パスポート付

＊就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。

木須康一  ピアノ・ストリートライブ
10.15（日）11:00-11:30 / 12:30-13:00

会場   まちなか野外某所　
※会場は決定次第ウェブサイトにてお知らせします。（雨天時は港まちポットラックビルを予定）

青空の下、あらゆるインスピレーションに柔軟に呼応するメロディ。

多様なジャンルのレパートリーから、何が飛び出すか注目の公演！

島田彩乃  ピアノ・リサイタル
11.4（土） 14:00-15:00

会場  ●7  名古屋港ポートハウス

要・名古屋港水族館入館券

フランスで感じた色彩をピアノの音色へ託す。

珠玉のドビュッシー。
曲目│ドビュッシー： 前奏曲集第2巻 全曲、喜びの島　他

水野雄太×原田実和子  マリン・コンサート
11.3（金・祝） 15:00-16:00

会場  ●8  東山ガーデン ポートビル店

有料公演

サポーター席

有料公演 託児サービスあり

名古屋で活躍する若手演奏家の音色に、
波に漂うように酔いしれる。
出演│水野雄太（サックス）、原田実和子（キーボード）　

チケット料金│1,000円（1ドリンク付）  定員│30名

名古屋フィルハーモニー交響楽団  

十重奏コンサート
10.15（日）13:30-14:30　会場  ●8  名古屋港ポートビル

東海地方を代表するオーケストラ・名フィルの圧巻のハーモニー！
出演│井上 圭、宮本 弦、松田優太（トランペット）、上田 仁（客員・トランペット）、安土真弓（ホルン）、

　　　田中宏史、香川慎二、森岡佐和、小幡芳久（トロンボーン）、三角顕史（客員・テューバ）

曲目│ヘイゼル：3匹の猫  他

一日限りのオクテット ～ロマン派室内楽の調べ～
11.10（金） 14:00-15:00

会場  ●10港文化小劇場

様々なプロオーケストラで活躍する

実力派奏者が集結。

ここでしか聴けない極上の旋律とハーモニー。
出演│渡辺美穂、川上裕司、松谷阿咲、

　　　西村洋美（ヴァイオリン）、石橋直子、

　　　小泉理子（ヴィオラ）、幸田有哉、

　　　山際奈津香（チェロ）

曲目│ブルッフ：弦楽八重奏　他

チケット料金│1,000円 

＊現代美術展パスポート付　
＊就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。

名フィル×佐々木杏子  
イルカパフォーマンス・ドリームコンサート
11.19（日） 12:15-12:45 / 14:15-14:45

会場  ●9  名古屋港水族館  北館 3Fメインプール

軽快な音楽とイルカパフォーマンスとの夢のコラボレーション！
出演│井上 圭、坂本 敦、宮本 弦、松田優太（トランペット）、

　　　佐々木杏子（キーボード）

曲目│アンダーソン：トランペット吹きの休日　他

野田清隆×愛知室内オーケストラ 
ピアノ・コンチェルト 
11.26（日） 15:00-16:00 　

会場 ●7  名古屋港ポートハウス

美しくも壮大な音の調べが
みなとの空高く広がっていく、日曜の午後。
出演│野田清隆（ピアノ、指揮）、愛知室内オーケストラ

　　　ゲストコンサートミストレス：上里はな子

曲目│モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番 ハ長調

　　　イベール：室内オーケストラのための

　　　ディヴェルティスマン

おやこで親しむ長唄三味線  ～チントンシャン～
12.1（金） 15:30-16:15 

会場  ●2  慶和幼稚園

日本の誇る長唄の音色を、ご家族みんなで楽しんでみませんか？
出演│杵屋六春（長唄）、めいおん長唄三味線ガールズ  他

海藻姉妹のほろよいライブ！
12.2（土）18:00-19:00

会場  ●5  うどん DINING釜半

東京・谷中からやってきた超絶技巧ポップストリオを

間近でご堪能あれ！
出演│海藻姉妹（わかめ、こんぶ（サクソフォン）、めかぶ（キーボード））　

チケット料金│1,500円 （グラスワイン付き）　定員│20名

平手裕紀トリオ ジャズ・コンサート
11.23（木・祝）12:30-13:30  会場 ●7 名古屋港ポートハウス
愛知が生んだ若手実力派トリオの、

オリジナリティ溢れる心踊るひととき。
出演│平手裕紀トリオ（平手裕紀（ピアノ、トランペット）、

　　　寺島 諒（コントラバス）、杉山 寛（ドラム））

曲目│デューク：オータム・イン・ニューヨーク　他

吉田次郎×クリヤ・マコト ジャズ・コンサート
11.23（木・祝）15:30-16:30　
会場  ●7  名古屋港ポートハウス

世界で高い評価を受ける天才二人の、
ロマンチックでスリリングなセッション。
出演│吉田次郎（ギター）、クリヤ・マコト（ピアノ）

曲目│コズマ：枯葉　他

安田祥子  潮風ブレンド・コンサート
12.9（土）16:00-17:00

会場  ●6  珈琲物語

キーボード、ギター奏者をゲストに迎えてお届けするカジュアルコンサート。
出演│安田祥子（ヴァイオリン）、金澤みなつ（キーボード）　他

チケット料金│1,500円（1ドリンク・プチスイーツ付）　定員│30名

Photo: Kazuto Shimizu

Photo:Yuuki Shibata

渡辺理紗子  ピアノ・リサイタル
11.24（金）11:00-12:00　
会場  ●7  名古屋港ポートハウス

ランチタイムのみなとで

豊かなピアノの音の旅に誘われてみませんか？
曲目│ショパン：舟歌、ベートーヴェン：悲愴　他

山中惇史  ピアノ・リサイタル
11.25（土） 15:30-16:30　
会場  ●7  名古屋港ポートハウス

作曲家としての顔も持つ、愛知の生んだ期待の星。

その音色をお楽しみに！
曲目│ショパン：バラード第4番  他

自分の気持ちをメロディーにしてみよう！

作曲家・西尾洋とピアノ連弾で即興リレー
11.25（土） 10:30-12:00　会場  ●7  名古屋港ポートハウス

港・海をテーマにピアノで即興をしてみたい子どもたち、あつまれ ♪ 

定員│30名　対象│小学4年生～高校3年生、ピアノ経験者歓迎

古川はるな×遠藤綾野  フルートと舞踊の共演
11.12（日） 17:00-18:00

会場  ●3  信興寺

10.22（日）/ 10.29（日） / 11.5（日） / 11.12（日）
11.26（日） / 12.3（日） / 12.10（日）

11:30-12:00 / 13:30-14:00

会場  ●1  港まちポットラックビル
現代音楽の古典・無伴奏フルートの名作と
研ぎ澄まされた身体が共鳴する。
出演│古川はるな（フルート）、遠藤綾野（舞踊）

曲目│福島和夫：冥　他

有料公演

有料公演

要予約

有料公演

有料公演

海藻姉妹の水槽舞踏会！
12.3（日） 開催時間は決定次第ウェブサイトにてお知らせします。

会場  ●9  名古屋港水族館  北館 2F水中観覧席、
         南館 2F黒潮大水槽

イルカもイワシもあなたも私も、自然と体が動き出す！
出演│海藻姉妹（わかめ、こんぶ（サクソフォン）、めかぶ（キーボード））

曲目│海藻姉妹：海藻サラダ、ユーラシア超特急　他

要・名古屋港水族館入館券

Koto ～ひらり～ 和のひととき
12.8（金）14:30-15:30

会場  ●4  ばぁば工房

古民家で味わう、和の響き。話題の邦楽ユニットがやってくる。
出演│Koto～ひらり～（岡崎美奈江、三輪聡美（箏）、加藤奏山（尺八））

チケット料金│500円（お抹茶付）　定員│20名

みなとまちコンテンポラリー・ミュージックコンサート
みなとの永い夜
12.9（土） 19:45-21:00 

会場  ●1  港まちポットラックビル

港まちをテーマに書き下ろした新曲を映像作品とともに初演。
新進気鋭の演奏家が同時代に生きる作曲家の作品を演奏する。

作曲│牛島安希子

映像│丸山達也

出演│寒川晶子（ピアノ）、

　　　亀井庸州（ヴァイオリン）、

　　　角銅真実（パーカッション）

曲目│アッセンブリッジ・ナゴヤ2017委嘱作品

　　　サルヴァトーレ・シャリーノ作品　他

チケット料金│500円　

定員│60名　

・ 特に記載のない公演は入場無料・予約不要です。

・ 全席自由。受付開始、客席開場は開演の30分前からです。

・ 飲食付公演では原則、開演前または終演後に飲食をご提供いたします。

・ 公演番号6・8に付く「現代美術展パスポート」は公演当日、会場の受付にてお受取りいただくか、

  10/14（土）以降アッセンブリッジ・ナゴヤ総合案内にてお受取りいただけます。

  その際はチケット（デジタルチケット含む）をご提示ください。

・ 公演内容や曲目、出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

10月 11月 12月

アッセンブリッジ・サポーター限定公演
サポーター席とはアッセンブリッジ・ナゴヤ2017の趣旨
にご賛同いただいた方にご用意する席です。

託児サービス 

 有料   ¥1,000

1才～就学前のお子様が対象です。
10/29（日）までにお電話にて事務
局までお申込みください。

お電話またはPassMarketにて事前にご予約ください

公演番号 1 公演番号 5 公演番号10 公演番号16

公演番号17

公演番号18

公演番号19

公演番号20

公演番号21

公演番号11

公演番号12

公演番号13

ワークショップ

公演番号14

公演番号15

公演番号 6

公演番号 7

公演番号 8

公演番号9

公演番号 2

公演番号 3

公演番号 4

現代アートとともに音楽を楽しむ特別な日曜日

サンデーコンサート
現代アートの展示空間が、日曜日だけコンサート会場に変わります。

出演者情報は順次ウェブサイトで発表！

INFORMAT ION ご案内

Photo: Shun Kato

この他、多数公演をご用意しています。 詳細はウェブサイトで順次発表！ www.assembr idge.nagoya
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会場マップ

チケット情報

EXHIB I T ION PASSPORT 現代美術展パスポート

●主催

アッセンブリッジ・ナゴヤ 実行委員会

構成団体｜
名古屋市、港まちづくり協議会、名古屋港管理組合、
公益財団法人名古屋フィルハーモニー交響楽団、
公益財団法人名古屋市文化振興事業団
 
●企画体制
ディレクター／アートプログラムディレクター ｜
服部浩之、青田真也、吉田有里
音楽プログラムディレクター ｜ 岩田彩子、岩田珠美
アーキテクト ｜ 米澤 隆
デザイン ｜ 中西要介、溝田尚子、岡田和奈佳
ウェブデザイン ｜ 石垣嘉洋

●協賛
名古屋芸術大学
名古屋音楽大学
伊勢湾海運株式会社
株式会社フジトランス コーポレーション
名港海運株式会社
名古屋埠頭株式会社
小西・中村特許事務所

●後援
公益財団法人名古屋みなと振興財団

●協力
株式会社河合楽器製作所中部支店

お問合せ先

アッセンブリッジ・ナゴヤ
実行委員会事務局
〒455-0037

名古屋市港区名港1-19-18-3F

TEL＆FAX  052-652-2511

contact@assembridge.nagoya

電話受付時間│11:00-19:00
　[ 10/13まで ]  火ー土曜日
　[イベント会期中 ]  火ー日曜日

港まちへのアクセス
●名古屋駅から約25分
市営地下鉄東山線「栄」駅乗り換え。
名港線金山方面「名古屋港」行き、
「築地口」駅、「名古屋港」駅（終点）下車。

●金山駅から約10分
市営地下鉄名港線「名古屋港」行き、
「築地口」駅、「名古屋港」駅（終点）下車。

平成29年度
文化庁文化芸術創造活用
プラットフォーム形成事業

会期中（木－日曜日）、アッセンブリッジ・ナゴヤ総合案内で販売いたします。

同時開催の現代美術展「パノラマ庭園 ～タイム・シークエンス～ 」パスポート　700円
＊中学生以下無料、ご本人に限り会期中何度でも入場可。　＊休館日 :月－水曜日

●アッセンブリッジ・ナゴヤ総合案内
　TEL 052-652-2511 
　受付時間│11:00-19:00
   [10/13まで ] 火ー土曜日
   [イベント会期中 ]  木ー日曜日

●PassMarket │Yahoo!JAPANデジタルチケット
　こちらのみ各種クレジットカード・
　コンビニ支払い等ご利用いただ
　けます。
　URL　https://goo.gl/4miioC

●注意事項
・各会場駐車場の用意はございませんので、
  公共交通機関をご利用ください。
・天候、災害、その他アーティストの都合など、
  やむを得ない事情により公演が変更・中止になる
  場合がございます。あらかじめご了承ください。
・販売予定枚数に達した場合はウェブサイトで案内
  のうえ、受付を締め切らせていただきます。
・当日券販売の有無は公演当日、ウェブサイトまたは
  お電話にてお問合わせください。
・当日会場にて、介助を必要とされるお客様、
  またご不安な点のあるお客様は事前に事務局まで
  お問合せください。
・代金お支払い後の変更・払い戻し・再発行には
  応じかねますので、あらかじめご了承ください。

9月11日（月）予約・販売開始 !

●名古屋市文化振興事業団チケットガイド
　ナディアパーク８F　郵送対応可
　TEL 052-249-9387　営業時間│平日 9:00-17:00
　他、名古屋市文化振興事業団が管理する文化施設：芸術創造センター、
　青少年文化センター、名古屋能楽堂、演劇練習館、市民ギャラリー栄、
　東山荘、市内文化小劇場（瑞穂文化小劇場を除く）の各窓口でも
   お求めいただけます。（土日祝日も営業）

●芸文プレイガイド （公演番号６・８のみ取扱います）
　愛知芸術文化センター地下2階アートプラザ内
　TEL 052-972-0430
　営業時間｜[平日 ]10:00-19:00　 [土・日・ 祝 ]10:00-18:00 

　月曜定休（月が祝日の場合は翌日）

港まちポットラックビル
港区名港1-19-23
 築地口駅2番出口徒歩1分

まちに開かれた
港まちづくり協議会の拠点

慶和幼稚園
港区港栄4-4-18

岡本太郎の壁画のある伝統の幼稚園

信興寺
港区名港2-7-4

大正6年より百年の歴史と
静寂が息づくお寺

ばぁば工房
港区浜2-2-5

世代を超え、手作りの文化を繋ぐ
まちの古民家

港文化小劇場
港区港楽2-10-24
港区役所駅1番出口徒歩3分

海風を感じ、芸術と出会う場所

うどんDINING釜半
港区入船2-5-14

ジャズが流れる
自家製ふわもちうどんの店

珈琲物語
港区入船2-3-2

洋館の雰囲気が漂う
港まちのカフェテリア

名古屋港ポートハウス
港区港町1-9

羽根を広げた「かもめ」を模した
無料休憩所

名古屋港水族館
港区港町1-3

シャチの親子にも会える、
生態系のワンダーランド

名古屋港ポートビル
港区港町1-9

帆船をイメージしたシンボリックなビル

東山ガーデン ポートビル店
ポートビル2階

名古屋港を一望できるレストラン

2

3

5

6

4

名 古 屋 港 　 Port  of  Nagoya

当日会場ボランティア募集！

アッセンブリッジ・ナゴヤではコンサート当日運営の
お手伝いをしてくださるボランティアスタッフを募集
中です。詳細は事務局までお問合わせください。

※いずれも公演前日19時まで、各取扱い場所の営業時間内に限ります。

有料公演のチケットは以下の窓口で取扱っております。（サポーター席含む）

アッセンブリッジ・ナゴヤ
総合案内

1


