
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい豊かな文化交流のまちづくり 

発行：（公財）伊賀市文化都市協会 
〒518-0809 三重県伊賀市西明寺３２４０番地の２ 
☎ 0595-22-0511 FAX 0595-22-0512  
http://www.bunto.com 

≪一般協賛≫ 

伊賀上野ケーブルテレビ(株)・岡三証券伊賀上野支店・(株)菊野商店・北伊勢上野信用金庫・

近鉄ビルサービス(株)・三晃工業(株)・(有)ステージコラボレーション IGA・中外医薬生産(株)・

長永スポーツ工業(株)三重支店・(株)日本サンガリアベバレッジカンパニー・PIANO FORUM・

(有)フラワー松井・丸ノ内ビル管理(株)・ヤマハサウンドシステム(株)・養肝漬 宮崎屋(株) 
 

≪事業協賛≫ 

■クラシック人口１％を目指そうプロジェクト：岡波総合病院 

■ハロウィンフェスタ in いが：伊賀上野ケーブルテレビ(株)  

■伊賀こどもミュージカル：中部電力(株)・NTT 西日本三重支店 

EVENT 
INFOMATION BUNTO 
(公財)伊賀市文化都市協会イベント情報誌 

Vol.15 

2018.11 

 

光 ART の Christmas FINAL 
 

12.15㊏ －24㊊ OPEN 16:00 － 21:00 

Special event 12/15.16.22.23.24 
           
[会 場] ふるさと会館いが 三重県伊賀市下柘植 6243 

[料 金] 入場無料 (体験・飲食・一部コンサート等有料) 

[詳 細] チラシやホームページをご覧ください。 

私たちはぶんとの文化まちづくり事業を応援しています！   ※五十音順 (10/31 現在) 

ぶんと主催事業をお得に楽しむ会員制度   SaMaZaMa Club 会員のご案内  

ART＆ 

CRAFT 

@赤井家住宅 

伊賀市上野忍町 2491-1 

                 

   

Pick 
Up              

   AKAIKE ART GALLERY 2018 
AVEC QUATRE EXPOSITION 4  
 

11.22㊍ －25㊐ OPEN 10:00-17:00(最終日 16:00)           
[会 場] 赤井家住宅  
[料 金] 入場無料 作品を展示販売します。  

[出 展］ サブロウ(ガラス) 大塚俊治(革)  
さいとう愛子(アクセサリー) 
三代沢信寿(造形染色) 

                 

   

AKAIKE ART GALLERY 2018 
鋳金と彫金の新たな表現 
角谷圭二郎・佳代金属工芸二人展  
 

11.29㊍ －12.4㊋ 
OPEN 10:00-17:00(最終日 16:00)           
[会 場] 赤井家住宅  
[料 金] 入場無料 作品を展示販売します。  
[出 展］ 角谷圭二郎(鋳金) 角谷佳代(彫金) 

                 

   

 
■茶釜の湯の美味しさワークショップ 

 
角谷家四代それぞれの作風解説と茶釜の鑑賞ポイント

や簡単なメンテナンスレクチャー、和菓子と茶釜のお

湯による煎茶の味わいをお楽しみ。 

12/1㊏・2㊐ ①13:00－ ②15:00－  

［講 師］ 角谷圭二郎 ［定 員］各回６名 

［参加料］ 500 円 (和菓子付き)  

［申込み］ ☎ 0595-22-0511 にて申込受付中 
 

竹の器で楽しむ『迎春』苔玉体験  
 

12.16㊐ ・17㊊ ①10:00～  ②13:30～           
[会 場] 赤井家住宅  
[料 金] 1,800 円  [講 師] 浅利典子  [定 員] 各回 10 名 

[申込み］ 11/17㊏ 午前 10 時から☎0595-22-0511 にて申込受付。 
     1 本のお電話でのお申込みは、4 名までとさせていただきます。 

                 

   

Christmas は伊賀でいいじゃん。 

                 

   

                 

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

指定する公演で 1 枚割引価格を適用いたします。 

指定する公演で優先的にご予約いただけます。 

公演情報などを毎月お手元にお届けします。 

SaMaZaMaClub 会員に関するお問い合わせは事務局事業課まで ☎ 0595-22-0511 

 

会員 
募集              
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas に音楽やダンスを楽しもう !   BUNTO Christmas Present Live 

光 ART の 

Christmas FINAL 

 

@ふるさと会館いが 

                 

   

Pick 
Up              

   ホワイトとブルーを基調とした約 120,000 個のイルミネーションライトが、美しく彩る大
人気イベント「光 ART の Christmas」がいよいよファイナルを迎える。 
大ホールでの「BUNTOＸｍａｓプレゼント Live」や「Christmas 手づくり体験」、「Christmas だよ!ダー

ツ de BINGO」、「Christmas お楽しみフードコート」などイベント盛りだくさん。 

ファイナルに相応しいイルミネーションやライトアップをぜひお楽しみください。 

 

        12.15㊏ －24㊊ OPEN 16:00－ 21:00  Special event 12/15.16.22.23.24           
[会 場] ふるさと会館いが 三重県伊賀市下柘植 6243 

[料 金] 入場無料 (体験・飲食・一部コンサート等有料)  

 

                 

   

DANCE FESTA IGA 
 

12.15㊏ 開場 17:00 開演 17:30           
[会 場] ふるさと会館いが  大ホール 

[料 金] 入場無料  
[定 員] 652 名 
[出 演］ ACE  SOUL FLOWER   

Studio ooze 

                 

   

Christmas GOSPEL LIVE 
 

12.24㊊ 開場 17:00 開演 17:30           
[会 場] ふるさと会館いが 大ホール 

[料 金] 入場無料  
[定 員] 652 名 
[出 演］ サニーサイド 

ゴスペルクラブ三重 

                 

   

アンサンブル“Foresta”  
クリスマス ファンタジー  
12.16㊐ 開場 15:30 開演 16:00           
[会 場] ふるさと会館いが 大ホール 
[料 金] 入場無料(要整理券)  

[定 員] 652 名 
[出 演］ 指揮：山本健太  

演奏：アンサンブル“Foresta”   

                 

   

上野ウインドアンサンブル 
クリスマス コンサート  
12.22㊏ 開場 15:30 開演 16:00           
[会 場] ふるさと会館いが 大ホール 

[料 金] 入場無料(要整理券)  
[定 員] 652 名 ※未就学児入場可 
[出 演］ 上野ウインドアンサンブル   
                 

   

0 歳から 
入れるよ           
   

清水 健、想いを奏でに再び伊賀市へ!! 
トーク＆コンサート  

“笑顔”チャリティーLive 
 

清水健が作詞し、白井大輔が作曲。 

清水の語りと「想い」がメロディーにのり 
クリスマスの夜空へ。。。 
みなさまとそれぞれに贈る 

“これからの笑顔” 
  

12.23㊐ 開場 15:30 開演 16:00           
[会 場] ふるさと会館いが 大ホール 
[料 金] 1,500 円(全席自由)  
[定 員] 652 名 

[出 演］ 清水 健  白井大輔  
     上野児童合唱団  

山の子どもとお友だち  

                 
   

クラシック 

のいろは 
 

@伊賀市文化会館 

                 

   

Pick 
Up              

   クラシックのいろは 2018 
３名曲で追う楽聖のロマン 
ﾋﾟｱﾉｿﾅﾀ「月光」「悲愴」「熱情」ほか 
 

2.17㊐ 開場 13:30 開演 14:00           
[会 場] 伊賀市文化会館 

[料 金] 指定席 1,200 円/自由席一般 1,000・会員 900 円  
     高校生以下 500 円・ペアチケット 1,600 円 
[出 演］ イリーナ・メジューエワ(ピアノ) 

     ナビゲーター 寺岡清高（大阪交響楽団常任指揮者） 

                 

   

HALL CONCERT       徹底的にベートーベン  Vol .4 

BIMONTHLYCONCERT  ステージ on STAGE  

bimonthly Concert Vol.11 
ヴァイオリンとピアノで巡るヨーロッパの旅 
 

12.8㊏ 開場 13:30 開演 14:00           
[会 場] 伊賀市文化会館ステージ 

[料 金] 一般 500 円 全席自由  
[定 員] 120 名    好評発売中 
[出 演］ 古川佐保（ヴァイオリン）   

松江咲恵子（ピアノ）            
   

bimonthly Concert Vol.12 
声とピアノの響演～クラシカルな時間をあなたに～ 
 

1.27㊐ 開場 13:30 開演 14:00           
[会 場] 伊賀市文化会館ステージ 
[料 金] 一般 500 円 全席自由  
[定 員] 120 名   11/24㊏ 発売 

[出 演］ 味岡真紀子(メゾソプラノ) 
大喜多里枝（ピアノ）               

   

「クラシックは難しい」って思い込んでいませんか？ 
そこでぶんとは、初心者でも親しみやすいクラシック
音楽を通じ、１０年後には地域人口の１％が常にクラ
シックコンサートに足を運んでくれるようにと、平成
２７年度に「Classic のいろはプロジェクト」を立上
げ、わかりやすい解説を交えたコンサートを開催して
います。 

なるほど～クラシック Vol.8   講座     

徹底的にベートーヴェン 
～奇数番号交響曲へのこだわり～ 
ベートーヴェンはピアノの巨匠 
～3 大ﾋﾟｱﾉｿﾅﾀ｢月光｣「悲愴」「熱情」～ 

2.2㊏ 開場 13:30 開演 14:00           
[会 場] 多目的室 

[料 金] 入場無料  
[出 演］ 講師 鳥居明夫 

                 

   

第 29 回 青山推薦コンサート 
 

2.3㊐ 開場 13:30 開演 14:00 予定           
[会 場] 青山ホール 伊賀市阿保 1411-1 

[料 金] 全席自由 

前売：一般 1,000 円 

会員 900 円  

              

   

地域のピアニストによる 
ジョイントコンサート 
北川美晃・今野尚美 
 

1.6㊐ 開場 13:30 開演 14:00           
[会 場] ふるさと会館いが 大ホール 
[料 金] 前売 一般 1,000 円 会員 900 円 

[発売日] 12/8㊏ ※再発売チケットです。 

[出 演］北川 美晃・今野 尚美・波多野 均・ふるさと会館いが特別合唱団 
[備 考］本公演は振替公演です。9/30 のチケットでご入場できます。 
             

   

子ども育成事業 第２回公演 
伊賀こどもミュージカル 
アイ     ラブ 

Ｉ ❤ ピノキオ 

2.10㊐ 開場 13:45 開演 14:30           
[会 場] 伊賀市文化会館 

[料 金] 前売 一般 1,000 円 
        会員 900 円  
[会員先行] 12/15㊏～12/17㊊ 

[一般発売] 12/23㊐ 

ホール事業アラカルト 
 

 

                 

   

ブルース伊賀の乱 
THANK YOU FOR YOUR BLUES!! 

天国の三人に捧ぐ 

3.23㊏ 開場 18:00 開演 18:30           
[会 場]  あやま文化センター 
[料 金] 一般 4,000 円 全席自由 
      会員 3,800 円 12/8㊏ 発売 

[出 演］ 永井ホトケ隆・近藤房之助 
     入道・松本照夫・田中晴之 
     山田晴三               
   

土・日・祝日のスペシャルイベント日には、クリスマスをテーマにした手づくり体験ブースが集まる。

(写真は前年度の作品)  

   

サンタさんとじゃんけんをし

て勝つと Xmas プレゼントが

もらえる。(土・日・祝日限定)  

   

イラストレーター田槙奈緒

が巨大な窓ガラスに描く

Xmas ファンタジー。 

１０月のオーディションで選ば
れた４歳から高校３年生の５１
人の子ども達が力いっぱいに歌
い踊る！個性豊かなキャストた
ちの演技があなたの心を釘付け
に！笑って泣いてそして元気に
なれる、最高にハッピーなステ
ージをお見逃しなく！！ 

ⒸSeiji Banda 


