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日　時平成27年8月9日（

開演17：00　　開場16：3

会　場　中津川文化会館ホール

入場料　5席4，500円　A席3，500円

【チケット発売日】　　　　　　　　　　　　【チケット前売所】

平成27年5月9日（土）10：00－　　　　　　　　中津／ii文化会館、東美濃ITlれあいセンター・
＊発売日当日お一人様のご購入枚数は5枚までとさせ　アピタ中津川店（SC）、ダイソー楽器、福岡公民館・

ていただきます。　　　　　　　　　　　　　付知公民館、坂下公民館・ピアゴ恵那店（SC）
＊当日電話予約：中津川文化会館のみ13：00－17：00

翌日からは　9：00－17：00

主　　催：中津川市・中津Iii市教育委員会　／　お問合せ：中津川文化会館　TEL．0573－66－4011

企画制作：（一社）中津Ii怖文化協会



これからの催し物
レツツ・プレイi

スタインウェイ＆サンズ

ピアノ無料体験
日　時平成27年8月4日（火）～8日（土）

900－1700お一人様1時間（グループ利用可）

団塊の世代を代表す摘老　会場中津lli文化会館ホール
二二二∵‾一二‾’．「1‾　　　　　　　亨釣：7月1日㈱～

悪辣『正義の味方』
日　時平成27年10月27日（火）

会場　中津川文化会館ホール
チケット販売開始　7月予定

三越寧日漆繊騒金
目　時平成28年3月26日（土）

会場　中津川文化会館ホール
チケット販売開始：12月予定

2015年

中津川文化会館
講座のご案内

岩崎宏美コンサート
日　時平成27年11月29日（日）

会場　中津川文化会館ホール
チケット販売開始：8月予定

一伝えよう地域のカー

第41国

憲轄我縁健太全
日　時平成27年12月13日（日）

会　場　東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール

音楽のジャンルを超えて

心の琴線に触れる歌声

森麻季コンサート
日　時平成28年2月27日（土）

会場　中津川文化会館ホール
チケット販売開始：11月予定

公演の詳細につきましては決定次第次回以降の文化だよりにてお知らせいたします。

文化・芸術の継承と発展及び感動体験の共有を期待するため、平成27年7月から28年3月まで下記の講座を
中津川文化会館内で開催します。皆様のご参加をIhよりお待ちしています。
（各講座の詳細案内は、文化会館にてご用意しておりますので、お気軽にご来館ください）

講座名 � �日程・時間 �受講料 �対　象 �持＿ち物・辱 

毎月1回 �各講座 � � 

（劇読み） �みませんか。 �全9回 

定年後の人生を楽しく生きるため、ご夫婦そ ；畠i　　　　＼、 �毎月2回 i ��60歳以上 �体を動かすこと 
幌別第2・4木曜日午御 　全18回 �年会費 3，000円 ��ができる服装で 

際に体験し　‾身ともに健康づく♭をし　み �毎月2回 目i �� �仕舞用等の練習 、小　　　　ノ　て ませんか。 �（原則第日3水曜日午後） 　全18回 �帰闊 ��用ロロ（購入希望者 

リコーダーの楽しみ � �毎月2回 全18回 �� �トリコーダー 

申込期間2015年5月1日（金）～6月25日（木）　［主　催］中津川文化会館　お申込み・お問い合わせ　中津lil文化会館　℡　0573－66－4011
［企画制作〕（一社）中津川市文化協会



第29回

中津川荷台鯨祭
日　時　5月17日（日）

午後1時30分～3時30分（予定）

会　場　中津川文化会館ホール
中津川市内の合唱団12団体が出演します

【主催】中津川市音楽連盟
【後援】中津川市　中津Ii怖教育委員会

（一社）中津川市文化協会
【離せ先】中津lli市音楽連盟TEL0573－65－2731

第3回∴一ゝ　　‾－‾－“　‾“‾　－　∴　▼1‾一〇°‾10

日　時　5月30日（土）
午後6時30分開演（6時開場）

会　場　中津川文化会館ホール
〈プログラム〉・王宮の花火の音楽（ヘンデル）

・イエスタデイ・リベルタンゴ　他

【問合せ】新田（090－1624－1713）

【主催】中津Iiiリコーダーアンサンブル
【後援】中津lii市教育委員会・中津Ii怖文化協会

中津川市音楽連盟

第8回文化筆発表会
童謡・唱歌や歌謡曲など皆さんの耳にした曲を

心地よい癒しのお筆でお聞きください。

日　時2015年5月31日（日）

開　演13：00～（開場12：40）

会　場　中津川文化会館

ゲスト　中津川市立田瀬小学校の皆さん
F文化肇を始めませんかつ

皆さんのお近くで無料体験学習を行っています。
ご興味のある方はお問合せください。』

【主催】文化等岐阜県東濃本部

【問合せ先l文化等岐阜県東濃本部　TEL O120－275－510

第7回日本画公募展

前田喜郎記念大賞
郷土が誇る日本画家・前田喜郎画伯の偉業を讃え、制定された日本画公募展

「前田青郎記念大賞」も今年で第7回を迎えました。全国から多数の作品が寄せ
られ、展覧会では厳正な審査の結果選ばれた入選作晶を一堂に展示します。

震　　　見応えのある作品の数々をぜひ、ご覧下さい。

展示日時　平成27年5月30日（土）～6月14日（日）
10：00－17：00

展示会場　東美濃ふれあいセンター・アリーナ
【主　催】中津Ji怖　中津Iii市教育委員会

【後　援】文化庁　岐阜県　岐阜県教育委員会　中津Ii怖美術家協会

（一社）中津川市文化協会

【問い合わせ】文化振興課　0573－66－1111（内線4319）



日 �曜日 �会　場 �催　　し　　物　　名 � �入場料 �主催・間合先 

2 �土 � �県中学校春季選抜大会東濃予選会 �9：00 �無料 �東濃バレーボール協会 

3 �日 � � �14：30 �300円 �岐阜県立中津高校吹奏楽部 
ホール �第46回定期演奏会 ��� 

10 �日 �ホール �第45回発表会 �12：30 �無料 �かやの木芸術舞踊学園 ゆきこま会 

10 �日 � �（平成27年度春季市内大会 �9：00 �無料 �中津川市バレーボール協会 
兼束濃総体予選会 ��� 

17 �日 �中津川文化会館 　ホール �第29回中津li怖合唱祭 �13：30 � � 

17 �日 � �第13回FLATBACKCUP2015in中津jIi 　＆スズキジャパンカップ2015 �10：30 �無料 �ダンスカンパニーFLATBACK 
第32回全日本エアロビック選手権大会 　　岐阜県大会 ��� 

17 �日 � �木曽・東美濃演歌交流会 �9：30 �無料 �伊藤　進 

23 �土 � �平成27年度春季市内中学生 �9：00 �無料 �中津Iii市バレーボール協会 
多目的アリーナ �バレーボール大会 ��� 

24 �日 � �第3回絆輸杯 �9：00 �無料 �絆輪（益田） 
多目的アリーナ �ソフトバレーボール大会 ��� 

24 �日 �ホール � �9：00 �1，500円 � 

27 �水 � �平成27年度中津川南 �13：00 �無料 �中津川市健康福祉部高齢支援課 
民生児童委員協議会連合会通常総会 ��� 

30 �土 � � �18：30 �無料 �中津川リコーダーアンサンブル 
ホール �第3回演奏会 ���携帯090－1624－1713（新田） 

30～ �土 1 � �第7回　日本画公募展 �10：00 � �中剤i怖文化スポーツ部文化振興課 
6／14 �日 � �前田青部記念大賞展覧会 ��� 

31 �日 �中津川文化会館 　ホール � �13：00 � �文化撃岐阜県東濃本部 

文化だよリ4月号の誌面に記載ミスがありましたことをお詫び申し上げます。

4日（月）、11日（月）、18日（月）、25

中津川市文化施設の使用申請及びチケット販売時間は午前9時～午後5時までです。（休館日毎週月曜日）

中津川文化会館
〒508－0045岐阜県中津川市かやの木町2－2
TEL（0573）66－4011FAX（0573）66－8479

E－mail nakatsubunka＠outlookcom

福岡ふれあい文化センター
〒508－0203岐阜県中津Iii市福岡1710

TEL（0573）72－5524　FAX（0573）72－2143

E－mail fukuoka－0鯖ce＠cltynakatsugawalgjp

束美涯ふれあいセンター
〒509－9132岐阜県中津lii市茄子liI1683－797

TEL（0573）68－8000　FAX（0573）68－8016

E－mall eastmlnO＠sageocnneJp

アートピア付知交芸プラザ
〒508－0351岐阜県中津Iii市有は口町4956－52

TEL（0573）82－3939　FAX〈0573）82－5139

E－mall tsukech上0倫ce＠cltynakatsugawalgJp


