
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 (8/31 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 

(公財)伊賀市文化都市協会イベント情報誌 

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！ 

Vol.19 

2019.9 

 

小島伸吾  その木の世界－美しい闇を創るの巻－  すうこうどう寄席  Vo l .22 

10.6㊐ 開場 18:30 開演 19:00            
[会 場]  史跡旧崇広堂 講堂 (伊賀市上野丸之内 78-1) 

[料 金] 全席自由 500 円 

[定 員] 120 名 発売中 

HALLOWEEN FESTA IN IGA 2019 

10.26㊏ 10:00～16:00 

[会 場] あやま文化センター（伊賀市川合 3370-29） 

[協 賛] 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 

 

【出演】 

林家 菊丸 

森乃 石松 

灯りと華のプロムナード actionⅨ 

10.12㊏ －14㊊ ㊗ 10:00～21:00 

[会 場] 赤井家住宅・沖森邸・入交家住宅★・ 
蓑虫庵★・旧小田小学校本館★   
※★印の施設は 16:30 以降のみ入場無料  

華灯りスタンプラリー 
５つの文化財施設を彩る「灯り」と「華」の幻想的な空間を散策しよう! 
期間内5つの施設を回ってスタンプをすべて集めた方に、もれなく粗品プレゼント! 

灯りと華のプロムナード  

● 手づくりの灯り展 美しい灯りの作品が和の空間を彩る 

● いけばなのプロムナード 「伊賀華道協会華道１０流派によるいけばな」 

● 華で彩る幻想空間「ペーパーフラワーアート展」(旧小田小学校本館) 

● 通りを彩る和紙の折り染め俳句行灯 

● 武家屋敷カフェ『café de bunto』(赤井家住宅) 

抽選で伊賀牛 

１kｇが当たる! 

「天神寄席」 
日時 10/12（土） 19:00～20:30 
〈出演〉桂 三金、桂 笑金、美月（ピアノ） 

「クラシックのいろは@お天神さん」 
日時 10/13（日） 18:00～18:45 19:00～19:45 

〈出演〉菅原小百合（サクソフォーン）、桂 眞優（ピアノ） 

〈出演〉杉本奈穂（ピアノ）、森川加悦（フルート） 

9.26㊍ － 10.6㊐ 10/3 休館 10:00～20:00            
[会 場]  武家屋敷入交家住宅 (伊賀市上野相生町 2828) 

[料 金] 入場無料 

 

秋のイベントといえば“ハッピー ハロウィ～ン”！！ 
今年も不思議で底抜けに楽しいとびっきりの一日を～ 
スタッフも変身しちゃうぞ(*^^)v 



 

 

11.２㊏ 開場 13:30 開演 14:00           
[会 場]  史跡旧崇広堂 講堂 (伊賀市上野丸之内 78-1) 

[料 金] 全席自由  【前売・当日共】1,000 円 

[定 員] １２０名 

 【演奏曲目】  Ｊ.Ｓ. バッハ 

         トッカータ ＢＷＶ９１６ 
         イタリア協奏曲 ＢＷＶ９７１ 他 

出演 チェンバロ 

高田 泰治 
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ホール事業＆アラカルト 
 

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 -                               

bimonthly Concert 【ステージ  on STAGE】  

クラシックのいろは 2019 ロマン派への誘い  

SUPER JAZZ LIVE IGA 2days                                

bimonthly Concert Vol.16 
アンサンブルの響き  
～ピアノとサクソフォンによるひととき～Vol.2 
 

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

[料 金] 全席自由 500 円 

[定 員] 120 名 

[出 演] サクソフォン・カルテット・ブランシュ 

      宮﨑愛理・菅原小百合・尾家幸枝・伊藤直貴 

      ピアノ 岡井麻理子 

 

Vol.3 これ以上ない ピアノ名曲選 
 

11.30㊏ 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 

[出 演] ピアノ  イリーナ・メジューエワ 

      ナビゲーター 寺岡 清高 

発売中 

発売中 

デビュー50 周年記念 
南こうせつ 
コンサートツアー2019 
～いつも歌があった～ 
 
12.22㊐ 開場 16:30 開演 17:00 
 [会 場] 伊賀市文化会館 
[料 金] 全席指定  

【前売】一般・会員共 6,500 円 

【当日】一般・会員共 7,000 円 

 

9/28㊏一般発売開始 

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 -                               

【演奏曲目】 

ショパン 

 幻想即興曲 

 子犬のワルツ Op.64-1 

 ノクターン第２番 Op.9-2 

 英雄ポロネーズ 

シューマン 

 アラベスク Op.18 

 献呈（リスト編曲） 

リスト 

 ラ・カンパネッラ 他 

      

特撰東西落語名人会 
 
2020 年2.11㊋  ㊗ 
 開場 1３:30 開演 1４:00 
 [会 場] 伊賀市文化会館 
[料 金] 全席指定  

【前売】一般 3,800 円 会員 3,600 円 

【当日】一般・会員共 3,800 円 

 [出 演] 三遊亭円楽・桂米團治 

11/9㊏～11/11㊊会員先行予約 

11/16㊏一般発売開始 

倭太鼓飛龍コンサート 2020 
日出ずる國 

 
2011 年、2012 年に伊賀市文化会館で開催した「和太鼓フ

ェスティバル」の両公演で、ご来場のお客様から好評を得た

プロ太鼓集団「倭太鼓飛龍」がふたたびやってくる！！  
2020 年1.18㊏ 開場 13:45 開演 14:30 
 [会 場] 伊賀市文化会館 
[料 金] 全席指定 

【前売】一般 3,000 円 会員 2,800 円 
高校生以下 1,500 

【当日】一般・会員共 3,500 円 

    高校生以下 2,000 円 

11/10㊐～11/12㊋会員先行予約 

11/17㊐一般発売開始 

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!! 発売中 

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」。 

©北田理純 /Universal Music 

Day-1 10/26㊏ 
17：00 福森道華トリオ 

18：20 ～Yu-Ma Jazz Violin Quartet～ 

19：40 ユッコ・ミラー カルテット 

with 川嶋哲郎 

Day-2 10/27㊐ 
17：00 風呂矢早織ジャズピアノトリオ 

18：20 ICHI JAZZ QUARTET 

19：40 寺井尚子クインテット 

発売中 

宮廷の華  チェンバロの世界  ～ﾋﾟｱﾉの先祖ﾁｪﾝﾊﾞﾛ  ﾊﾞﾛｯｸ時代に愛された音色～                              

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。 
 

10.5㊏ 開場 10:00 開演 10:30            
[会 場]  青山ホール 

[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] 山本かずみ（Vo）・新井貴之（Sax） 

         上馬場啓介（Sax）・水池謙元（Pf） 

 

 

「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。 

 
 

10.5㊏ 開場 12:30 開演 13:00            
[会 場]  青山ホール 

[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] 山本かずみ（Vo）・新井貴之（Sax） 

         上馬場啓介（Sax）・水池謙元（Pf） 

 

 

 

発売中 発売中 

わんぱく 

KIDSの  

クラシック 

探検隊♪  

※詳細は近日配布予定のチラシをご覧ください。 

HALLOWEEN FESTA IN IGA 2019 
10.26㊏ 10:00～16:00           
[会 場] あやま文化センター (伊賀市川合 3370-29) 
 
毎年大人気のぶんと「ハロウィンフェスタ」。ハロウィンにちなんださまざ

まなイベントや体験ブースが登場！文化ホールでハロウィンを楽しんじゃ

おう！ 

 

HALLOWEEN 

FESTA IN IGA 2019 

 

@あやま文化センター 

ayama 

● ハロウィンフェスタ仮装コンテスト2019 ● ハロウィンdeご当地キャラステージ 

● ハロウィンダンスパフォーマンス     ● ハロウィン手づくりワークショップ 

● ジャンケンdeハロウィン       ● ハロウィンお楽しみゲームブース  

● お楽しみフードコート 

クラシカルな装飾が施され、バロック時代
に盛んに使用されたチェンバロ。 
情緒溢れる史跡旧崇広堂で、貴族宮廷に愛
された音色をご堪能ください。 


