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発行　中津川文化会館

11月振替休館日のお知らせ：中津川文化会館は11月17日（火）振替休館となります。
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市民文化芸術鑑賞事業

風間杜夫ひとり芝居‾正義の味方

の実力派俳優・風間杜夫が
の道40年の喜劇作家・水谷龍二の
・演出で渾身の抱腹絶倒ひとり芝居

お贈りする！
「蒲田行進曲」の銀ちゃんや「スチュワーデス物語」の教官
で一世を風靡した風間杜夫さん。その後も常に第一線で活

躍し続けてきました。今年は、NHK朝の連続テレビ小説

「マッサン」にて森野熊虎役を演じ、あらためて役者、風間杜
夫の存在感を全国の視聴者に印象づけました。
テレビ映画で活躍する傍ら、ひとり芝居も演じ続けていま

した。1997年から2010年まで（こ五本の作品を創り、毎年

全国各地で上演しました。2003年の『三部作一挙上演』で

は文化庁芸術祭大賞と読売演劇大賞最優秀男優賞、パッ
カーズアワード演劇奨励賞を受賞。また『カラオケマン』は

世界各国でも上演し、称賛を得ています。そして集大成とし
て2010年に前人未到の五郎作一挙上演を敢行し、上演時

間5時間15分！を演じ切り、満席の観客を全く飽きさせ

ることなく魅了しました。

そしていよいよその最新作を中津川で初上演です！たった
一夜の一回公演です。この機会を是非お見逃しなく！

日　時平成27年10月27日（火）開演18：30（開場18‥00）

会　場　中津181文化会館ホ”ル

入場料　全席指定　4，500円

シニア券　4，000円（満60歳以上・文化会館のみの取扱いです）
※未就学児の入場はご遠慮願います。

【プレイガイド】

中津Ili文化会館、アピタ中津川店（S．C）、ピアゴ恵那店（S．C）、恵那文化センター

主催：中津Il情・中津川市教育委員会／企画制作：（一社）中津用布文化協会　お聞合せ：中津川文化会館　TEL．0573－66－4011
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2015中津川文化会館文化講座
開講日のお知らせ

俳句初心者講座
日　時平戯7年10月8日（木）

13：30～

起三遷量讐※見学歓迎！

竃翠翠玩轟易
い～出演希望菩募集中一の

あなたも『ロビーコンサート』に出

演してみませんか！

出演希望の方・団体は文化会館へお

中津川文化会館の
ホームページが

新しく磨りました。
是非アクセスして下さい。

博識が満載です！

中津川文化会館風間杜夫
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QRコ＿ドり

問合せ下さい。お待ちしています。f http：／／www・n－bunka－kaikan・SeeSaa・net／
二二二二m」「＿li＿＿→　一一一コ＝二二二あっ小一く・二二J－　一一工〇二カ、etqニー二つ－－　一一一‾エぅ〉0－や二°二二二⊃“－　一一一＝工二か6、〇二二ユニ－　一一一二二一blくr二二＿－　一一一一一基㊥〇七二二二二二。－　一一一二つれ〇一く〔二二二，，－　一一丁一一一軍事et．雫二二二つ。－

カ �ンツ �オ「 ��ネ・ ����○ 喜 � �の歌　「 

勝野 � �1S ��コこ ����／ �－ �○ � 

」〇〇m �日 �憧 �2 �5 �‾l ���〃 � � �〇〇 〇〇 

10L I 4－°－一、． ・1÷ ▲l � � � �菱2 �時開演 ����（午 �i：i �時30分開 

会 �艇 �““董三 ��l文l ���� �“註 � 

始め警 �蛙 貫 �、 半世 �箪笥 鯛拐 �正彦 が過ぎまし ����○ �は �軸 

表現 �；置 i▲　⊂ �い �三寒 �● �雷獣；l ��いま 一手 披露 �＿宣：○ ��牛 �Df最訓に字 

L �I・l′．．＿ i �リ言i �・：l �の �小学生 ；：蜜． ���お ��tS1青 �l′　車 軸帆とミニ． 

人 �l一二 �∴ �⊃ �、 � ����� 

入場整理券は中津月 ���文化会館にあります。 

【主催】勝野正彦コンサート実行委員会 
【後援】中津川南 ��・中津l �I市教育委員会 

一般社団法人中津l ����市文化協会・中津） ������市音楽連盟 

【企画運営】有限会社リード保険企画　勝野正彦　TEL，0573－65－2731 

開演9：00 

ゲスト歌手　島津悦子　作曲家　宮下健治先生 

主催　ビクター中島とし子歌謡教室 

ささりんどうの会 

後援　中津川市・中津Iil市社会福祉協議会 

中日新聞社・社会福祉法人敬愛会シクラメン 

お問合せ　喫茶ささりんどうTELO573－633870 

一m0000000－ 　　〃…I董朝田開聞 　を＿′ －－／丸 田g開、一 ���囲講愛を積むひと 

し．雄親臨整 lSk 　′ i∴∴∴∴i嘱 l ∴烏， 曇三宝蓋　∴弄 �� �「日本で最も美しい村」北海道・美瑛を舞台に、　出演：佐藤浩市、樋口可南子 

÷夫婦とそこに集う人々を優しく映し出す感動作。　謀罵子吉謹摘本明 

日時2015年11月14日（土）闇 
器 �ー　　　　①10：30　②13：30（開場は30分前） 

会場棄美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール 
i前売券　大人1，200円　小中高生800円（当日は200円増） 

庸書籍竃委員会．（＿社）中洲市文化協会 　中津Iil市栄町1－1にぎわいプラザ6FTEL．0573－62－0480 三㌢攣「∵鮎盤 � 
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〈地域在宅医療連携推進事業〉

映画会

ーわたくし、終活に大忙し。－　残された時間を前向きに生きようとする父と、

家族の姿。「娘」が撮り続けた膨大な家族の記録。

日時平成27年11月3日（火・祝）
上映13：00－14：30（開場12：30）

会　場　中津川文化会館ホ”ル

入場料　無料（満席時、入場をお断りすることがあります）

恵那文化センター　上映日：平成27年11月15日（日）
13：00－14：30　開場12：30

【主催】地域在宅医療連携推進協議会（恵那医師会・中津Iii市・恵那市・中津川歯科医師会
恵那歯科医師会・岐阜県意中薬剤師会・他）

【お問合せ】恵那医師会　事務局　TEL0573－68－8151 ⑥2011「エン

間露語重昭星園園星図閣 �ゴロ �胴 �題 � 

日時平成27年11月14日（土） � � � �蛮 ‾＼せか 1● 

軽 

開場13：00　　開演14：00 ����ヽJ 　l 

会場　嵩壁座（中津川市高山） ����1 

入場料　前売券3，000円（全自由席） ����載‘二 
当日券3，500円（全自由席） 

【チケット別売所】福岡公民館・中津川文化会館・東美濃ふれあいセンター 　　　瑞浪市総合文化センター・恵那文化センター �○○＿二ヽ暮、1・ �十 王聡 �＼∴　ヽ： し「 �　●一 事王 事 

スタジオぬくもりの森 

【後援】浅野太鼓楽器店・岐阜県・岐阜県教育委員会・中津IiI市 　中津川高教春末日∠ゝ・責那市・責那高教重要国∠ゝ ����那刀、 

I目書き貝コ王，〇、，か　目貫王事 【お問い合せ】TEL0573－72－2144（中津川市福岡公民館）／090－8868－7312 �（加轟 �� �′・ 

／（二社）畢整本会牒会貢献事業ti華道家として追及してきた“美の世界観” 

ーTS∴∴ ■ �，　　　　　華麗なる美の空間を感じてみませんか？ 

食「蝿　＿　日時一平成27年11月16日（月） 
．、烹テ∵蒔∴ �開演18：00（開場17：00） 

1し∴∴ノ　箪　　　会場　中津川文化会館ホ”ル l �〃 　一入場料　無料（但し入場券が必要です） 

i 醜聞駁 　∴1プ宮 　′ 　′ ∠∴ � �）※入場券配布開始日10月13日（火）9：00－ 

′ �Yi※入場券配布場所中津）帽入会（中津jii商工会議所4F）・恵那商工会議所 

恵那市恵南商工会・中津川北商工会・中津川文化会館 

喜　※配布枚数・締切　御一人様5枚までで、定員になり次第締め切ります。 
…※サイン会物販会場にてサイン会実施（物品購入者に限る） 」恵 

暮○ ○ �；※税に関するパネル展示や、社会貢献募金活動も合わせて実施します。 

【主催】一般社団法人中津l情去入会【後援】中津川市・中津）i怖教育委員会 

【お問合せ】（一社）中津川法人会　TELO573－65－6593 

※消防法により入場制限をする場合がございますので、お早めにご来場をお願いいたします。 



日 �曜日 �会　場 �催　　し　　物　　名 �開演時間 �入場料 �主催・問い合わせ先 

2 �金 �東美濃／i、れあいセンター 　歌舞伎ホール �　　中津川市 安全・安I亡はちづくり市民大会 �13：30 �無料 �中津川地区防犯協会 中津川警察署内 TELO573－66－0110（内線263） 

4 �日 �中津川文化会館 �中津川ビクター歌謡教室発表会 �10：30 �協力券 �中津川ビクター歌謡教室 
ホール �2015ビクター歌謡フェスティバル ��1，000円 �TELO573－66－0393（加藤） 

4 �日 �東美濃／i、れあいセンター �第9回中津liI市総合体育大会 �8：30 �無料 �中津jI怖生涯学習スポーツ課 TELO573－66－1111 
多目的アリーナ �総合開会式・バレーボール競技 ���NPO法人中津川市体育協会 TELO573－68づ200 

4 �日 �かしも明治座 �なかつがわ森林文化伝承 �式典 10：00 �無料 �加子母総合事務所 
森の恵みフォーラム �フォーラム 14：00 ��TELO573－79－2111 

11 �日 �中津川文化会館 �中津川市立第一中学校 �14：00 �無料 �中津川市立第一中学校 
ホール �吹奏楽クラブ第9回定期演奏会 ���TELO573－66－1534 

14 �水 �東美濃／i、れあいセンター �中津川市老人クラブ連合会 �10：00 �無料 �中津川市老人クラブ連合会 
多目的アリーナ �シルバースポーツ大会 ���TELO573－66－7799 

15 �木 �東美濃／i、れあいセンター �平成27年度安全運転管理者講習会 �10：00 �関係者 �中津li旧家用自動車組合 

16 �金 �歌舞伎ホール ����TELO573－65－2234 

17 �土 �中津川文化会館 �カンツォーネ・日本の歌 �14：00 �無料 �勝野正彦コンサート実行委員会 
ホール �勝野正彦コンサート ���TELO573－65－2731 

17 �土 �東美濃／i、れあいセンター �第11回花の歌謡ステージ �9：30 �協力費 �稲垣歌謡教室 
歌舞伎ホール �（歌と踊りの発表会） ��500円 �TELO573－25－5868 

18 �日 �蛭子座 （蛭川公民館） �第26回蛭川歌舞伎公演 �11：00 �無料 �蛭川歌舞伎保存会 TELO573－45－2211 

18 �日 �東美濃ふれあいセンター �第9回中津川市総合体育大会 �10：00 �無料 �中津川市生涯学習スポーツ課 TELO573－66－1111 
多目的アリーナ �柔道競技 ���NPO法人中津）i怖体育協会 TELO573－68づ200 

18 �日 �中津川文化会館 　ホール �ピアノ発表会 �14：45 �無料 �ILPiacere（イル・ピアチエ－レ） TELO573－66－1757（今井） 

23 �金 �東美濃／i、れあいセンター �第10回中津川ふるさとじまん祭 　第20回菓子まつり �10：00 �無料 �中津川／！、るさとじまん祭 実行委員会 TELO573－62－2277 

24 �土 ���9：30 

25 �日 ���9：30 

25 �日 �中津川文化会館 �第7回ビクター �9：00 �チャリティー協賛券 �ビワ牛中島とし子歌謡教室 ささりんどうの会 TELO573－63－3870 
ホール �中島とし子歌謡教室発表会 ��1，000円 

31 �土 �アートピア付知交芸プラザ �2015中津川音楽鑑賞会 �14：00 18：30 �2，000円 �中津川音楽鑑賞会 TELO573－68－5050〈広和木村内） 

中津川文化会館ホール 

鐙1∩風由 
刀－）’一〇よ　す＿ユニ二一　㌔種’Ug、看 

聯榊・∴， ＿辛／、照一 曇，磐ニ16‥00誰 日時10月23日（金）10：00－16：30 　24日（土）9：30－16：30 

〇第20回菓子まつり（対象商品を2割引き以上で販売） 
○中津川市観光物産展　　○全国交流都市物産展　　○餅投げ 

02万人稟ぜんざい無料サービス　　○ステージイベント 

〇万ラボン抽選会　（二）中津川B級グルメ屋台村 

≪無料シャトルバス≫ 
・JR中津川駅（始発8：40）⇔東美濃ふれあいセンター 

（最終17：00発） 
・中津liI公園内駐車場循環バス（9：00－17：00） 

【お問合せ】中津Iii市観光センターTELO573－62－2277 

第26回姪船歌譲儀公演 
日　時平成27年10月18日（日） 

11時00分開演10時30分開場 

会　場　蛭宇摩（蛭川公民館） 

入場料　無料 

主　　催：蛭川歌舞伎保存会 

後　　援：中津川南・中津川市教育委員会・蛭川振興会 

蛭川文化協会 
・お聞合せ：蛭lii総合事務所　TELO573－45－2211 
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