
伊賀上野城下町のおひなさん 

想い出の 

おひなさま 
 

2.22 ㊏ －3.3㊋ 
OPEN 10:00-16:30                  
[会 場] 史跡旧崇広堂   

[料 金] 期間中入場無料 

 

      

   

想い出のひな人形が、情緒漂う崇広堂に 

並びます! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 (12/31 現在) 

「ぶんと」 LINE 公式アカウントのご案内  

ART 
Exhibition 
.etc 
 

                 

   

Pick 
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.21 

2020.1 

 

ブルース伊賀の乱 
噛めば噛むほど Rocki’n Blues 
 
3.28㊏ 開場 18：00 開演 18：30           
[会 場]  あやま文化センター さんさんホール 

[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 

      （詳細は中面に掲載） 

グレートマエカワ 

茜 

Kotez 三宅伸治 

金子マリ ウルフルケイスケ 

ブルースやソウルに根ざしたロックンロールを歩み続けるヴォーカリスト/ギタリス
ト三宅伸治率いる“三宅伸治＆the great spoonful”に、唯一無二の強烈な個性を持っ
た天性のボーカリスト・金子マリとウルフルズのギタリスト・ウルフルケイスケをゲス
トに迎え、一夜だけのセッションを繰り広げる！！ 

伊賀市民美術展覧会  
第 15 回市展「いが」  
 

3.18㊌ －3.22㊐ 

OPEN 10:00-19:00(最終日 16:00)  
        
[会 場] 伊賀市文化会館 各展示会場 

[料 金] 入場無料  

[部 門］ 絵画、彫塑工芸、写真、書 

  

    

   

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 
3.20㊎㊗ ①11:00～ ②13:00～  

[出演］村瀬 響（ヴァイオリン） 

山本 健太（ピアノ） 

■ホールコンサート 
3.22㊐ 15:00～  

[出演］木村 ハルヨ（二胡） 

           筒井 進吾（ピアノ） 

 

  

    

   

見  

茶会 
 

2.22㊏・23㊐・24㊊ 

29㊏・3.１㊐ 

OPEN 10:00～15:30 

[会 場] 史跡旧崇広堂 

[料 金] 400 円 （お抹茶・和菓子付） 

伊賀上野城下町のおひなさん 

手づくりアートのひな人形展 
 

2.22 ㊏ －3.3㊋ 
OPEN 10:00-16:30           
[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 

AKAIKE ART GALLERY2020 

硝子雛展Ⅳ 
Glass Hina Doll Exbihition Ⅳ 
 
 
2.7 ㊎ －2.11㊗ 
OPEN 10:00-17:00 最終日 15:00 迄           
[会 場] 赤井家住宅   

[料 金] 入場無料 

     ※作品の購入・飲食は有料  

[出 展] 全国のガラス作家３１名 

飾ってみたいおひなさまが きっと見つかる。 
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ホール事業＆アラカルト 
 

クラシックのいろは 2019 

ブルース伊賀の乱  

                               

ブルース 
@あやま文化センター  

bimonthly Concert 【ステージ  on STAGE】  なるほど～クラシック  プレレクチャー  

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

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!～」                               

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！！ 
 
 

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 

音と書のコラボレーション 

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 

受講無料 
申込不要 

人気・実力ともに随一のお二人が、日本の伝統芸能である話芸を 
存分に披露してくれます。乞うご期待！！ 

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 

噛めば噛むほど Rocki’n Blues 

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 

2/9㊐発売開始 

発売中 

第 30 回青山推薦コンサート                                                      

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。 
 

2.2㊐ 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 

 

発売中 

特撰東西落語名人会                               

発売中 

発売中 

 伊賀エンゲキ塾  創作公演「ちよちゃんのおむすび」                              

Vol.4 歌曲でつづる「浪漫」の心 

2.2㊐ 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 

[プログラム] シューマン：歌曲集〈詩人の恋〉全曲 

       マーラー：子供の不思議な角笛 より 

発売中 

Vol.18 ソプラノとピアノで奏でる華麗な音楽の旅 

2.22㊏ 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]  伊藤梨紗子 (ピアノ) 

大竹香菜子（ピアノ) 

藤井 直子（ソプラノ) 

三宅伸治＆the great spoonful 

三宅伸治/Vo.Gt   

Blues harp.Vo 

Kotez 

Bass 

グレートマエカワ 
From ﾌﾗﾜｰｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞ 

Dr.Cho 

茜 ゲスト 金子マリ/Vo  ウルフルケイスケ/Gt.Vo 

小玉 晃(バリトン)／安藤るり(ソプラノ)／丸山耕路(ピアノ) 

伊賀市出身 

ロマン派の歌曲も最高！ 
作曲家の心をとらえる歌曲の名品 
 

1.25㊏ 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 

3.29㊐ 開場 13:45 開演 14:30 
 [会 場] 青山ホール 
[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] 伊賀エンゲキ塾 2019 年度塾生 

 

小さな町にある小さなカフェ。 
店主のちよちゃんは、ここを子どもたちの居場所にする
べく奮闘していました。 
そこでは様々なドラマが同時進行で展開し、それぞれの
世界がリンクしていく…。 

  

伊賀 
エンゲキ塾生

による 
創作演劇 
公演 

 

[出演者] 

ピアノ 伊藤 乙音      ホルン 野田 彩伽寧 

    大喜多 里枝  クラリネット 福岡 裕子 

    大柚利 亮          松山 芽以 

    久保 真寛  

ぶんとチャイルドクラシックプログラム  ０歳からのファミリークラシックコンサート  
 
3.21㊏ 開場 13:30 開演 14:00           
[会 場]  伊賀市文化会館 

[料 金] 全席自由 

【前売】一般(中学生以上) 1,000 円 会員 900 円  

子ども(3 歳以上) 500 円 

【当日】一般・会員共(中学生以上) 1,000 円 子ども(3 歳以上) 500 円 
※3 歳未満は保護者 1 名につき、お子様 1 名まで 

膝上鑑賞無料(席が必要な場合は有料) 

 

 

０歳から大人まで、家族みんなが楽しく聴けるクラシックコンサート♪ 

このために結成した、IGAオーケストラアンサンブル BUNTOの演奏を

ご家族、お友だちと一緒にお楽しみください！ 

[出 演] 指揮：山本 健太 

          演奏：IGA オーケストラアンサンブル BUNTO 

 

2/22㊏発売開始 


