
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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)・伊賀流忍者店・岡三証券伊賀上野支店・岡森書店白鳳店・(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)・(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)  
≪特別協賛≫ 

■クラシックのいろは：大和ハウス工業(株)  
≪事業協賛≫ 

■クラシックのいろは：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) 

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 (6/30 現在) 

「ぶんと」 LINE 公式アカウントのご案内  
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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。 

 
                 

   

BUNTO EVENT 
INFOMATION 

SUPER JAZZ LIVE IGA 2days 
 

10.26㊏ ・ 27㊐ 両日とも 開場 16：30 開演 17：00 

[会 場]   伊賀市文化会館 （伊賀市西明寺 3240 番地の 2） 
[料 金]   ≪全席指定≫ ※１階席のみ販売 

１日通し券（10/26or27）：一般 4,500 円 高校生以下 2,000 円 
２日通し券（10/26＆27）：一般 6,300 円 高校生以下 3,000 円 
※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください。 
 

(公財)伊賀市文化都市協会イベント情報誌 

国内外で活躍する２４名のプロミュージシャンが２日間にわたり 
熱いライブを繰り広げる伊賀初の「JAZZ フェスティバル」。 

８/４㊐～８/６㊋会員先行予約 ８/３１㊏一般発売開始 

2日通し券なら 6組聴けて、さらにおトク！（詳細は裏面をご覧ください） 

ぶんと主催のコンサートや 
イベント情報、チケット発売 
情報などお届けします！ 
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【出 演】寺井尚子(Vn)、ユッコ・ミラー(A.Sax)、川嶋哲郎(T.Sax)、いち山中(G)、風呂矢早織(P)、福森道華(P)、Yu-Ma(Vn)、他 

ライトアップイベント  お城のまわり   
「伊賀の宝物」である文化財施設などの歴史的建造物がライトアップで美しく 

浮かびあがる。伊賀上野城本丸広場に広がる「竹灯り」、様々な色に変化する 

俳聖殿、史跡旧崇広堂を彩るステンドグラス展など、歴史ロマンを感じながら 

スタンプラリーでゆっくりとお楽しみください。 
 

■スタンプラリー会場 (ライトアップ会場) 

伊賀上野城／俳聖殿／芭蕉翁記念館／だんじり会館／旧市役所庁舎／史跡旧崇広堂／ 

上野市駅駅舎／上野高校明治校舎／伝統伝承館(伊賀くみひも 組匠の里) 

■Night Museum (夜間特別開館) 

 伊賀上野城(有料)／伊賀伝統伝承館(入場無料)／芭蕉翁記念館(17:00 以降無料) 

  

 

 『だんじり』が並ぶ空間に響く音楽の夕べ    入場無料 

 

初開催！だんじり会館の展示空間がコンサートホールに！？ 絢爛豪華、だんじり２基が展示された

圧巻の空間に響くお囃子、美しい歌声や楽器の音色をお楽しみください。 

 8/10 ㊏  梅香社囃子方(上野新町)  19:00～   

味岡真紀子(メゾソプラノ)・岡井麻理子(ピアノ) 20:00～  
  

 8/11 ㊐  小蓑山囃子方(上野小玉町) 19:00～    

桂 富佐(ピアノ)・永野恵子(チェロ)  

合唱団「うたおに」         20:00～ 

 

 SUMMER LIVE @ 俳聖殿   入場無料 

 

 

 8/10 ㊏  DANCE FESTA     18:30～20:45 

ACE/OOZE/FGP/SOULFLOWER  
  

 8/11 ㊐  Night Live@俳聖殿  18:30～20:45    

伊賀琉真太鼓 ①18:30～ ②19:40～  

サニーサイドゴスペルクラブ三重  

①19:05～ ②20:15～ 

 

 

美しくライトアップされた国の重要文化財「俳聖殿」で繰り広げられ

るダンスフェスタとゴスペルライブ。 

 

 

真夏の夜のステンドグラス展 Ⅲ 

8/9 ㊎ －8/12㊗   9:00 －21:00 

史跡旧崇広堂 

入場無料(16:30 以降限定) 

総勢 18 名の 

硝子作家の 

作品が並ぶ 
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@伊賀市文化会館 

                 

   

HALL CONCERT          SUPER JAZZ LIVE IGA 2days 

ロマン派音楽への誘い ロマン派音楽の楽しみ 

 「クラシックのいろは 2019」をわかりやすく鑑賞するための 

 無料レクチャー！ 

 この講座を受けると、より一層楽しくなること間違いなし！ 

 

Vol.1010 9.1㊐ 開場 13:30 開演 14:00 

ロマン派の室内楽の名作を味わう ピアノ五重奏曲とピアノ三重奏曲の代表作は?           
[会 場] 伊賀市文化会館 多目的室 
[料 金] 入場無料  

[出 演］ 講師 鳥居明夫 氏（伊賀コミュニティオーケストラ指揮者） 

 

bimonthly Concert Vol.15 
ピアノとソプラノで感じるフランスの風 
 

8.24㊏ 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     

8/31㊏一般発売開始 

 [出 演］植田 芽依(ソプラノ) 

     井上 沙希(ピアノ) 

     田畑 孝高(ピアノ) 

 

受講無料 
申込不要 

綾小路きみまろ 
爆笑スーパーライブ 2019 in 伊賀 

 

7.27㊏ 開場 13:00 開演 14:00           
[会 場]  伊賀市文化会館 

[料 金] 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。  

あれから４０年～ 中高年の皆様を 
笑いの渦に巻き込みます！ 

発売中 

ホール事業＆アラカルト 
 

※残席わずか 

bimonthly Concert                                   ステージ ｏｎ ＳＴＡＧＥ 

発売中 

なるほど～クラシック                                 なるほど～クラシック                                 

チャイルドクラシックプログラム  –おなかのなかから小学生になるまで -                              

クラシックのいろは 2019                                

8/4㊐～8/6㊋会員先行予約 

発売中 

楽器体験シリーズ第 5 弾 
ウクレレコンサート vol.2 ～心地よい音楽に包まれて～ 

 

8.4㊐ 開場 13:30 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] ｳｸﾚﾚﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ受講者 

     山田直樹、宮村郡時、亀井貴幸 

     ｳｸﾚﾚﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ Vol.1 修了生ほか 

発売中 

Day-1 

10.26㊏ 開場 16:30 開演 17:00           
Day-2 

10.27㊐ 開場 16:30 開演 17:00 

【会 場】 伊賀市文化会館 

【料 金】 ≪全席指定≫ ※1 階席のみ販売 

■1 日通し券（10/26or27） 

一般 4,500 円 高校生以下 2,000 円 

■2 日通し券（10/26＆27） 

一般 6,300 円 高校生以下 3,000 円 

※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください。 

★2 日通し券なら 6 組聴けてさらにおトク!! 

【出 演】  10.26㊏ 17:00 福森道華トリオ 

福森道華(P)・水元仁(B)・安川和博(Ds) 

   

18:20 ～Yu-Ma Jazz Violin Quartet～ 

Yu-Ma(Vn)・畑ひろし(G)・生田さち子(P) 

荒玉哲郎(B) 

 

   

19:40 ユッコ・ミラー カルテット 

with 川嶋哲郎 

ユッコ・ミラー (A.Sax)・川嶋哲郎 (T.Sax) 

平光広太郎 (P)・中村裕希(B)・海野俊輔(Ds) 

   

10.27㊐ 17:00 風呂矢早織ジャズピアノトリオ 

～Saori Furuya  Jazz Piano Trio～ 

風呂矢早織(P)・出宮寛之(B)・倉田大輔(Ds) 

18:20 ICHI JAZZ QUARTET 

いち山中(G)・コウサカテルオ(Ds) 

津波貴寛(B)・矢野麻衣子(Vo) 

©北田理純 /Universal Music 

19:40 寺井尚子クインテット 

Naoko Terai Quintet 

寺井尚子(Vn)・北島直樹(P)・古野光昭(B) 

荒山諒(Ds)・松岡“matzz”高廣(Perc) 

10.25㊎ 開場 18:30 開演 19:00 

【会 場】 伊賀市文化会館 
【料 金】 入場無料＜全席自由＞ ※1 階席のみ 

【講 師】 いち山中(G)・コウサカテルオ(Ds)・津波貴寛(B) 

 

 

【レクチャー公演】 

ジャズとは何かを学び、一緒にスウィングしましょう！ 
是非、ご参加ください。 

※コンサートの進行により 
 時間が多少前後する場合が 
ございます。 

 あらかじめご了承ください。 

Vol.2 室内楽で紐解くロマン派の魅力 
 

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

[料 金] 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 

ロッシーニ：弦楽ソナタ第３番ハ長調 全楽章 

シューマン：おとぎの絵本 全楽章 
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲第１番１楽章 
シューベルト：ピアノ五重奏曲「鱒」 全楽章 

 
 

ママとお腹の赤ちゃんに贈る、 

初めてのコンサート 

心地よい音楽で赤ちゃんと一緒に 

リラックス！ 

 

9.8㊐ 開場 10:45 開演 11:15           
[会 場]  伊賀市文化会館 ホワイエ 

[料 金] 入場無料 

[対 象] 妊娠中のお母さまと、 

大人の同伴者２名様まで 

[定 員] 80 名程度 

[出 演] 河内仁志（pf）他 

[内 容] 音楽鑑賞と絵本の読み聞かせ  

[申込受付] 8 月 17 日(土)14 時から☎ 22-0511 

元気いっぱいわんぱく期の 

子ども達は、好奇心旺盛！ 

音楽を聴くだけでなく、踊っ 

たり、歌ったり♪ 

体じゅうで探検しよう。 

 

9.23㊊ ㊗ 開場 10:00 開演 10:30            
[会 場]  伊賀市文化会館 ホワイエ 

[料 金] 一般 500 円・子ども 100 円 

[対 象] 2 歳から年中児とその保護者 

[定 員] 100 名程度 

[出 演] 新井宗平（Per）・吉岡麻梨（Pf） 

         山本かずみ（Vo）他 

[発売日] 8 月 25 日(日) 

 

「ハイハイ」「よちよち」期の 

おともだちといっしょに！ 

感性豊かなこの成長期にク 

ラシックを聴きましょう。 

 

 

9.23㊊ ㊗ 開場 12:30 開演 13:00            
[会 場]  伊賀市文化会館 ホワイエ 

[料 金] 一般 500 円・子ども 100 円 

[対 象] 0 歳から 1 歳とその保護者 

[定 員] 100 名程度 

[出 演] 新井宗平（Per）・吉岡麻梨（Pf） 

         山本かずみ（Vo）他 

[発売日] 8 月 25 日(日) 

 

おなかの 

なかから 

クラシック

 

 
2019 ａｃｔｉｏｎ 2 

亀井貴幸 
(ウクレレ＆ギター) 

宮村郡時 
(ウクレレ＆バンジョー) 

山田直樹 
（ウクレレ） 

わんぱく 

KIDSの 

クラシック 

探検隊♪ 


