Pick
Up

AKAIKE ART GALLERY 2019
硝子雛展Ⅲ Hina doll Exhibition

1.25㊎－2.2㊏OPEN 10:00-18:00(最終日 15:00)

ART &
Exhibition

[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］ 青井 功恵（沖縄） 浅井 千里（静岡）
伊藤 泰三（京都） 小幡 祐嗣（富山）
河内 あさこ（富山） 鑛納 未來（富山）
小林 洋行（富山） 小林 亮二（広島）
柴田 有紀（秋田） 白藤 晴久（滋賀）
德力 竜生（京都） 林田 さなえ（三重）
古谷 智子（兵庫） 細井 基夫（大阪）
米山佳菜子（秋田） 輪島 明子（富山）

市川 晶子（福井） 市川 孝一（福井）
金津沙矢香（富山） 神永 朱美（滋賀）
小浜 恵子（三重） 小林 希 （京都）
佐々木ちえ子(秋田） 佐藤 裕実（秋田）
高倉 縁 （岡山） 田中 里姫（秋田）
廣瀬 絵美（富山） 藤井友梨香（神奈川）
水口 智貴（岡山） 吉岡 星 （秋田）
渡邊 小麦（富山）

伊賀上野城下町のおひなさん

伊賀上野城下町のおひなさん

雛見茶会

手づくりアートのひな人形展

2.23㊏ 24㊐ 3.2㊏ 3㊐

2.23 ㊏－3.3㊐

OPEN 10:00-15:30

OPEN 10:00-17:00(最終日 16:00)

[会 場] 栄楽館
[料 金] 400 円(お抹茶、和菓子付き)
[協 力］ 伊賀白鳳高校茶華道部ほか

[会 場] 武家屋敷入交家住宅
[料 金] 期間中入場無料
[出 展］ 一般公募による作家

伊賀市民美術展覧会

市展いが×MUSIC ギャラリー＆ホールコンサート

第 14 回市展「いが」

[会 場] 伊賀市文化会館

3.20㊌－3.24㊐

■ギャラリーコンサート

3.21㊗

OPEN 10:00-19:00(最終日 16:00)

[料 金]

BUNTO

(公財)伊賀市文化都市協会イベント情報誌

EVENT
INFOMATION
Vol.

15

2019.1

入場無料

① 11:00～ ② 13:00～

[出演］桂 眞優（ピアノ）
木室 裕子（ヴァイオリン）

[会 場] 伊賀市文化会館

■ホールコンサート

[料 金] 入場無料

3.24㊐ 15:00～

[部 門］ 絵画、彫塑工芸、写真、書

[出演］中井智弥（二十五絃箏奏者）
©飯島

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
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

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！

☎ 0595-22-0511

※五十音順 (12/31 現在)

≪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：NTT 西日本三重支店・中部電力(株)

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

会員
募集

伊賀市文化会館で聴くオーケストラ
ドヴォルザーク作曲 交響曲第 9 番 『新世界より』
夕刻に流れる心地良いミュージックサイレンは
第 2 楽章『家路』ってご存知でしたか？

大阪交響楽団演奏会
3.17㊐ 開場 13：30

開演 14：00

[会 場]

伊賀市文化会館

[料 金]

S 席(1 階)一般 2,500 円 会員 2,300 円 全席指定
A 席(2 階)一般 1,500 円 会員 1,300 円

〒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

（詳細は中面に掲載）

隆

Pick
Up

HALL CONCERT

ホール事業アラカルト

クラシックのいろは番外編【特別企画】

第 29 回

クラシック
のいろは

青山推薦コンサート

2.3㊐ 開場 13:30

青野 馨
松田 朱莉杏
酒井 彩花
山口 彩愛
田中 咲優
川﨑 由子
鐡本 桐聖
津田 顕克
仲森 妃花
小島 静穂
日光 初音
奈良谷 温菜・奈良谷 明音

開演 14:00

[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

@伊賀市文化会館

©木村 護

地域の若い音楽家や、音楽家を目指して
羽ばたこうとしている人たちのコンサートです。

©飯島 隆

タッチ・ザ・スタインウェイ

［出演者］

発売中

■ふるさと会館いが
2.9㊏ 10:00～17:00
■あやま文化センター 3.2㊏ 10:00～17:00
■青山ホール
3.17㊐ 10:00～17:00
[演奏時間]
30 分 ※1 枠 2 人まて
[料
金]
500 円 ※詳細はお問合せください。
[お申込み]
電話にて申込受付(先着順)
ふるさと会館いが・あやま文化センター ☎ 0959-45-9125
青山ホール
☎ 0595-52-1109

大阪交響楽団演奏会
3.17㊐

子ども育成事業

ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲
ヴェルディ：歌劇「イル・トロヴァトーレ」より“炎が燃えて”
ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」
ほか

開場 13：30 開演 14：00

[会 場] 伊賀市文化会館 伊賀市西明寺 3240-2
[料 金] 全席指定
【前売】S 席（1 階）一般 2,500 円/会員 2,300 円・A 席（2 階）一般 1,500 円/会員 1,300 円
【当日】S 席（1 階）一般・会員とも 2,500 円・A 席（2 階）一般・会員とも 1,500 円
※未就学児の入場はご遠慮ください。※購入方法など詳しくは、チラシまたは HP をご覧ください。
※前売りで完売の場合は当日券の販売はありません。※車イス席の購入は伊賀市文化会館にお問合せください。
[出 演] 指揮：寺岡清高、ソリスト：谷本綾香（メゾソプラノ）
演奏：大阪交響楽団
1/19㊏一般発売開始
[特別協賛] 大和ハウス工業（株）

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！！

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

※前売り券が完売した場合は、当日券の販売はありません。

発売中

徹 底 的 に ベ ー ト ー ベ ン Vol.4

HALL CONCERT

テロ対策避難訓練コンサート
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

2.11㊊（祝）

開場 13:00 開演 13:30

[会 場] 伊賀市文化会館

演奏曲目
名探偵コナン
ど演歌エキスプレス ほか

[料 金] 入場無料

※要申込み(先着 300 名様)

（チラシ裏の申込用紙に必要事項を記入のうえ、伊賀市文化
会館へ持参、FAX または郵送でお申込み下さい。）

発売中
ⒸSeiji Banda

ブルース伊賀の乱
THANK YOU FOR YOUR BLUES!!

BIMONTHLY CONCERT

ス テ ー ジ on STAGE

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～
[会
[料
[定
[出

場]
金]
員]
演］

普段コンサートを開催しているホールでテロがあったと想定した
避難訓練を皆様と共に体感し、いざというときの意識を高めよう
と、今回のコンサートを企画しました。

[出 演] 三重県警察音楽隊
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）

1.27㊐ 開場 13:30

昨年度開催 第１回公演「眠れる森の美女～リラの精の
願い～」公演風景より

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」～

開演 14:00

伊賀市文化会館ステージ
一般 500 円 全席自由
120 名
味岡真紀子（メゾソプラノ）
大喜多里枝（ピアノ）

[曲 目]
「３つのアリエッタ」（ベッリーニ）
オペラ「カプレーティ家と
モンテッキ家」より
～たとえロメオが御子息を亡き者に
したとしても～ （ベッリーニ）
「版画」より 雨の庭
（ドビュッシー）
ほか

2.2㊏ 開場 13:30
発売中

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
[出 演］ 永井ホトケ隆(Vo/Gt)

開演 14:00

[会 場] 多目的室
[料 金] 入場無料
[出 演］ 講師 鳥居明夫

近藤房之助(Vo/Gt)

入道(Vo/Hca)

松本照夫(Dr)

田中晴之(Gt)

山田晴三(Ba)

伊賀エンゲキ塾創作公演
「ある日、楽園閣で」
「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。

「ブルース伊賀の乱」に力を注いでくれた今は亡きブルースハープ奏者妹尾隆一郎、ギタリス
トの塩次伸二、ギタリスト石田長生の三人の意志を尊重し、ブルース伊賀の乱の原点である『セ
ッション』を実現するために、素晴らしいメンバーが集結！

3.30㊏ 開場 13:30

開演 14:00

[会 場] 青山ホール

発売中

伊賀
エンゲキ塾生
による
創作演劇
公演

[料 金] 一般 1,000 円 高校生以下 500 円 全席自由

[助 成]

出演・作

伊賀エンゲキ塾 2018 年度塾生

構成・演出

たぐちちえこ

(公財)三重県文化振興事業団

1/20㊐発売開始

不思議な不思議な「楽園閣」のとある一日のお話

