Pick
Up

BUNTO

伊賀市民美術展覧会

第 14 回市展「いが」

3.20㊌－3.24㊐
OPEN 10:00-19:00(最終日 16:00)

ART &
Exhibition

[会 場] 伊賀市文化会館
[料 金] 入場無料
[部 門］ 絵画、彫塑工芸、写真、書

(公財)伊賀市文化都市協会イベント情報誌

EVENT
INFOMATION
Vol.

16

2019.3

市展いが×MUSIC ギャラリー＆ホールコンサート
[会 場] 伊賀市文化会館
[料 金] 入場無料

■ギャラリーコンサート

3.21㊍㊗

①11:00～ ②13:00～
[出演］木室 裕子（ヴァイオリン）・桂 眞優（ピアノ）

■ホールコンサート

3.24㊐ 15:00～
[出演］中井 智弥（二十五絃箏）

華道 10 流派によるいけばなの響演

伊賀華道協会

3.30㊏.31㊐

池

OPEN 10:00-17:00

御室流

（31 日は午後 4 時迄）
[会
[料
[主
[共

場]
金]
催］
催］

坊

甲州流
伊賀市文化会館
草月流
無料
伊賀華道協会
峰風遠洲流
（公財）伊賀市文化都市協会

小原流
華道本能寺
嵯峨御流
東福寺未生流
未生流

ぶんと主催事業をお得に楽しむ会員制度

SaMaZaMa
Club 会 員

年 会 費 1,000 円

花
新たな
未来へ

伊賀華道協会会員流派名

いけばな展

SaMaZaMa Club 会 員 の ご 案 内

特典 1

会員割引

指定する公演で 1 枚割引価格を適用いたします。

特典 2

優先予約

指定する公演で優先的にご予約いただけます。

特典 3

情報案内

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 (3/8 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・長谷製陶株式会社・(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 の芸 術
文 化 振 興 のた
めの協 賛 会 員
を募 集 していま
す。

〒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

「あれから４０年！」でお馴染みの中高年のアイドル“綾小路きみまろ”
が再び伊賀に登場します。
抱腹絶倒間違いなし！お腹の底から笑って、日頃のストレスを吹き飛ば
してください。

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ 2019 in 伊賀
7.27㊏
[会 場]
[料 金]

開場 13：00 開演 14：00
伊賀市文化会館 （伊賀市西明寺 3240 番地の 2）
全席指定
【前売】一般：S 指定席 5,800 円 Ａ指定席 5,500 円
会員：S 指定席 5,500 円 Ａ指定席 5,200 円
※18 歳未満のご入場はご遠慮ください。

5/18㊏～20㊊会員先行予約

5/26㊐一般発売開始

※会員先行がお得!!（会員についての詳細は裏面をご覧ください）

Pick
Up

HALL CONCERT

「クラシックのいろは」とは・・・
初心者でも親しみやすいクラシック音楽を通じ、１０年後には地域の人口の１％が常にクラシック
コンサートに足を運んでくれることを目的に２０１５年度に立ち上げたプロジェクトです。
５年目の２０１９年度はロマン派音楽をわかりやすくご紹介します。

クラシック

[演奏]

[会 場] 伊賀市文化会館
[時 間] 開場 13:30 開演 14:00
[料 金] 指定席 セット券(1～4)
3,000 円
指定席 各回単発券
1,200 円
自由席 一般 1,000 円 会員 900 円
高校生以下
500 円
ペアチケット(2 枚)1,600 円

3/17㊐一般発売開始

大阪交響楽団

6.30㊐

@伊賀市文化会館

ホール事業＆アラカルト

クラシックのいろは 2019 ロマン派音楽への誘い

9.8㊐
11.30㊏

Vol.1

[指揮・ナビゲーター] 寺岡 清高

天国の三人に捧ぐ

3.23㊏ 開場 18:00

会員 3,800 円

室内楽で紐解くロマン派の魅力

[出 演］ 永井ホトケ隆(Vo/Gt)

シューベルト:ピアノ五重奏曲「鱒」他

Vol.3

これ以上ない
ピアノ

Vol.4

開演 18:30

[料 金] 一般 4,000 円 全席自由

シューベルト:交響曲第 7 番「未完成」他

Vol.2

ピアノ名曲選

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)

リスト:ラ・カンパネラ 他

歌曲でつづる「浪漫」の心
シューマン:「詩人の恋」
マーラー:「子供の不思議な角笛」より

他

単発指定席発売開始 7/1㊊開始

伊賀エンゲキ塾創作公演
「ある日、楽園閣で」

3.30㊏ 開場 13:30

開演 14:00

[会 場] 青山ホール（伊賀市阿保 1411-1）
[料 金] 一般 1,000 円 高校生以下 500 円

HALL CONCERT

4.7㊐ 開場 12：30

三重県下唯一の新人演奏会
[助 成]

開演 13：00

たぐちちえこ

開演 14:00

発売中
釣

由美(ピアノ)

不思議な不思議な「楽園閣」のとある一日のお話

発売中

(公財)三重県文化振興事業団

4.13㊏ 開場 13:30
[会
[料
[定
[出
[創

場]
金]
員]
演]
作]

bimonthly Concert Vol.14
２台のピアノとヴァイオリンによる響宴
[会
[料
[定
[出

場]
金]
員]
演］

開演 14:00

「でも、タマキが居れば大丈夫だよね？
ねー、タマキ！」
上野高校演劇部が贈る、少し切ない青春物語。

発売中

さんさん名曲コンサート

5.19㊐ 開場 13:30

6.23㊐ 開場 13:30

海の見える町から転校してきた茉夏は
新しい環境に不安が募る。

史跡旧崇広堂 講堂（伊賀市上野丸之内 78-1）
全席自由 500 円
120 名限定
三重県立上野高等学校演劇部
上野高校演劇部 入交あずみ
上野高等演劇部脚本

第 14 回

ステージ ｏｎ ＳＴＡＧＥ

bimonthly Concert Vol.13
ソプラノとピアノで届ける
日本とヨーロッパの春のかおり
伊賀市文化会館ステージ
一般 500 円 全席自由
120 名
奥藤 ありさ(ソプラノ)

伊賀エンゲキ塾 2018 年度塾生

構成・演出

「マナツの恋」

福岡 裕子(クラリネット)

bimonthly Concert

場]
金]
員]
演］

出演・作

三重県立上野高等学校演劇部創作公演

第３部 15:35～
中 桃子(アルトサクソフォン) 田畑 孝高(ピアノ)
近藤 胡都(ヴァイオリン)
河内 楓(ピアノ)

[会
[料
[定
[出

伊賀
エンゲキ塾生
による
創作演劇
公演
全席自由

未来はここから。

[会 場] 伊賀市文化会館
[料 金] 全席自由
前売：一般 1,000 円 会員 900 円
高校生以下無料（但し、整理券が必要です）
発売中
※未就学児の入場はご遠慮下さい。
[出 演]
第１部 13:00～
奥井 真弥(ピアノ) 山路真里奈(ソプラノ) 細見 元希(アルトサクソフォン)
前川 憂維(ピアノ) 信田 すず(ヴァイオリン)
第２部 14:15～
山下 真季(フルート) 伊藤 共見(ピアノ) 岩田優里愛(ヴァイオリン)
山口 彩愛(ピアノ)
森 慈子(ソプラノ)

4.27㊏ 開場 13:30

発売中

イリーナ・メジューエワ

セット券販売期間 3/17㊐～6/30㊐

第 39 回新人演奏会ｉｎいが

「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！

THANK YOU FOR YOUR BLUES!!

[会 場] あやま文化センター（伊賀市川合 3370-29）

ロマン派とは？

ショパン:ノクターン第２番

2.2㊐

ブルース伊賀の乱

開演 14:00

[会 場] あやま文化センター（伊賀市川合 3370-29）
[料 金] 全席自由
前売：一般 500 円、会員 450 円
[出 演] 管弦楽 伊賀コミュティオーケストラ
指揮：松田徳秀、ｹﾞｽﾄ 波多野 均(ﾃﾉｰﾙ)

3/24㊐一般発売開始

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
佐山 絵美(ピアノ)
佐山 舞香(ピアノ)
船越 さくら(ヴァイオリン)

4/27㊏一般発売開始

伊賀流ミュージカル「カタッ！」

・・
あのまぼろしの名作が帰ってくる!! 『今度は大人がやんねんて～』

6.1㊏ 開場 18:00

物語は伊賀市の銘菓「かたやき」屋を舞台に、全編セリフは「伊賀弁」の構成による
地域密着型オリジナルミュージカル。

開演 18:30

[会 場] 伊賀市文化会館
[料 金] 全席指定
【前売】一般 2,000 円 会員 1,800 円
[出 演] 松井 由／平田 ゆみ／よよい／吉村 ゆきえ／池澤 有香
／山下 華子／山下 勝治／浜地 幸昌／地元のシルバーメンバー 他
[主 催] 伊賀流ミュージカル「カタッ！」制作委員会
[共 催] (公財)伊賀市文化都市協会

4/20㊏一般発売開始

