
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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：伊賀上野ケーブルテレビ(株)・NTT 西日本三重支店・中部電力(株) 

■チャイルドクラシックプログラム：伊賀上野ケーブルテレビ(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 (10/31 現在) 

「ぶんと」 LINE 公式アカウントのご案内  

ART 
Exhibition 
.etc 
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Up              

   

 
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.20 

2019.11 

 

市展作品募集のご案内  

New Year Concert 2020 
～新春を寿ぐ 音楽の贈りもの～ 
大阪交響楽団 

2020 1.5㊐ 開場 13:30  開演 14:00 

[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≫ 

     Ｓ席(1 階) 3,000 円/SaMaZaMa Club会員 2,800 円 

     Ａ席(2 階) 2,500 円/SaMaZaMa Club会員 2,300 円 

     Ｓ席・Ａ席とも 小・中学生 1,000 円   

オペラやワルツ、ポルカなど、聴くだけで心惹かれ体が揺れる名曲を揃えました。 

伊賀初のニューイヤーコンサート！ホールで新春の喜びを分かち合いましょう。 

 

発売中 

第 15 回市展「いが」（伊賀市民美術展覧会）        
市展「いが」に出品しませんか 

 

市民の皆さんに造形芸術の創作意欲を高めていただくとともに、 

市民文化の向上に寄与するため、伊賀市民美術展覧会（市展「いが」）を開催します。 

           
[日  時] 令和 2 年 3 月 18 日(水)～22 日(日)10:00～19:00（最終日は 16:00 まで） 
[作品搬入] 令和 2 年 3 月 3 日(火)正午～19:00 
[場  所］ 伊賀市文化会館（伊賀市西明寺 3240-2） 

[部  門］ ○絵画 ○彫塑工芸 ○写真 ○書 １部門につき１人１点 ※出品無料 

   

 作品 
募集 

必ず募集要項で詳細をご確認のうえ出品 

してください。 

募集要項・出品申込書は伊賀市役所本庁 

玄関受付・文化交流課・各支所振興課・ 

各公民館・伊賀市文化会館ほか文化ホー

ル等にあります。募集要項は伊賀市ホー

ムページからもダウンロードできます。 

      

AKAIKE ART GALLERY2019 
 GLASSART–CAFE 

ARTIST  
高 橋 直 美    若 杉 海 央 
河 内 あさこ   吉 田 謙 也 
 
入場無料(作品・飲食物は有料。) 
 
 

12.13FRY－17TUE OPEN 10:00～21:00 

会場／赤井家住宅 伊賀市上野忍町 1491-1  

CAFÉ／作家の創ったグラスで味わう 
お洒落なカクテルをどうぞ。 

飾ってみたいおひなさまが きっと見つかる。 

AKAIKE ART GALLERY2020 

Glass Hina  Doll  Exhibition Ⅳ 
硝子雛展 Ⅳ 
 

 

GLASS ARTIST  

青井 功恵（沖縄）  浅井 千里（静岡）  粟田  和（富山）   市川 晶子（福井）  

市川  孝一（福井）  伊藤 泰三（京都） 小幡 祐嗣（富山）  金津沙矢香（富山）   

神永 朱美（滋賀）  河内  あさこ（長野）  小浜 恵子（三重）  小林  希 （京都）   

小林 洋行（富山） 小林 亮二（広島）   坂田 裕昭（富山）  佐々木ちえ子(秋田）   

佐藤 裕実（秋田）   白藤 晴久（滋賀）   鈴木亜紀子（富山）  高倉  縁 （岡山）    

時澤 真実（秋田）  德力 竜生（京都）  林田  さなえ（三重）  廣瀬 絵美（富山）    

細井 基夫（大阪） 水木 一成（北海道） 水口 智貴（岡山）   宮城真理子（千葉）   

吉岡  星 （秋田）  輪島 明子（富山）  FUSION FACTRY（神奈川） 

 

2/7㊎－2/11㊗ 

10:00-17:00(最終日-15:00 迄) 
  
武家屋敷 赤井家住宅 

伊賀市上野忍 2491-1 入場無料 
 
※展示品を販売します(作品のお引渡しが 2/11 以降 

となる場合があります)。 
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ホール事業＆アラカルト 
 

クラシックのいろは 2019 

倭太鼓飛龍コンサート 2020 日出ずる國                               New Year Concert 2020 ～新春を寿ぐ  音楽の贈りもの～  

                               

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] 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 

    ※指定席は完売しました。 

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 

クラシック 
 

 

@伊賀市文化会館 

                 

   

bimonthly Concert 【ステージ  on STAGE】  なるほど～クラシック  

チャイルドクラシックプログラム  おなかのなかからクラシック【ホワイエ】  

Exper ienced Lad's Concert   喜怒哀楽～音に心を寄せて～                               

第 30 回青山推薦コンサート                                                      

子ども育成事業 伊賀こどもミュージカル 第 3 回公演「ピーター・パン ～ネバーランドへ GO!～」                                

【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 

      

発売中 

今回で３回目の「伊賀こどもミュージカル」。10 月のオーディションを通過した 3 歳

から高校 2 年生までの 46 名が 11 月から約 3 ヶ月間の稽古を行い、一生懸命に演
じ、踊り、歌います！みんなで創り上げる感動のステージをお楽しみください！！ 
 

2020 年2.9㊐ 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 1,500 円 会員 1,000 円 

【当日】一般・会員共 1,500 円 
（右写真）第 2 回公演「Ｉ ❤ ピノキオ」より 

12/14㊏～12/16㊊会員先行予約 

12/22㊐一般発売開始 

Vol.17 水と色彩 ～海を越えたジャポニズム～ 
 

12.7㊏ 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] 端地 貴文 (ピアノ) 

ロマン派のピアノ曲オンパレード 
聴いたことがあるぞ！珠玉のピアノ作品集 
 

11.23㊏ 開場 13:30 開演 14:00           
[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 発売中 

音と書のコラボレーション 

2020 年1.26㊐ 開場 13:30 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 【当日】一般・会員共 1,000 円 

[出 演] 桂 富佐(ピアノ)・永野恵子(チェロ)・小柴信之(指揮・ナビゲーター) 

     藤田透石(書道家)・うたおに華麗衆(男声合唱) 

      

 

発売中 

指揮  熊倉 優 Masaru Kumakura 

1992年東京生まれ。 

桐朋学園大学卒業及び同研究科修了。 

ＮＨＫ交響楽団にデビューを飾る新鋭指揮者。 

 
ソリスト  味岡 真紀子(メゾソプラノ) 

Makiko Ajioka 

伊賀市出身。 

大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業。 

大阪音楽大学大学院オペラ研究室修了。 

関西二期会会員。 

 【第１部】 
ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」序曲 
ロッシーニ：歌劇「セビリアの理髪師」より 
                 “今の歌声は” 
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲 
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より 
          “恋はどんなものかしら” 
スッペ：喜歌劇「軽騎兵」序曲 
 

 

【第２部】 
Ｊ．シュトラウス：喜歌劇「こうもり」序曲 
Ｊ．シュトラウス：喜歌劇「こうもり」より 
       “僕はお客を呼ぶのが好き” 
ヨハン＆ヨーゼフ・シュトラウス： 
             ピッチカートポルカ 
Ｊ．シュトラウス：皇帝円舞曲 op.437 
Ｊ．シュトラウス：アンネン・ポルカ op.117 
Ｊ．シュトラウス：ポルカ「ハンガリー万歳」op.332 
Ｊ．シュトラウス：ワルツ「美しく青きドナウ」op.314 
                      op.314 
 

 

受講無料 
申込不要 

© Seiji Banda 

11.30㊏ 開場 10:00 開演 10:30           
[会 場]  伊賀市文化会館 ホワイエ 

[料 金] 入場無料 要申込 

[定 員] 80 名程度 

[出 演] 村上 慈（ヴァイオリン）・原 真奈美（ピアノ） 

松本 光代（朗読＆絵本の読み聞かせ） 

[申込受付] 電話 22-0511 で受付中 

 

【演奏曲目】 

モーツァルト 

アイネ・クライネ・ナハトムジーク 

フォーレ 

子守唄 

葉加瀬太郎 

エトピリカ  ほか 

      

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 

     江戸家小猫 

ブルース伊賀の乱  ～噛めば噛むほど Rocki ’n Blues～                                    

2020 年3.28㊏ 開場 18:00 開演 18:30 

 [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 4,000 円 会員 3,800 円 

【当日】一般・会員共 4,500 円 

 [出 演]  

三宅伸治＆the spoonful companyz 

      三宅伸治(Vo.Gt)、Kotez(Blues harp.Vo)、茜(Dr.cho) 

      グレート前川(Bass) From フラワーカンパニーズ 

 ゲスト：金子マリ(Vo)、ウルフルケイスケ(Gt.Vo) 

12/14㊏一般発売開始 

地域の若い音楽家や、音楽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。 
 

2020 年2.2㊐ 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   

【当日】一般・会員共 1,000 円 

 

 出演者  

・伊藤 乙音     ・野田 彩伽寧 

・大柚利 亮     ・福岡 裕子 

・久保 真寛     ・松山 芽以 

 

               

  

 

 

 

 

発売中 

発売中 


