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今年度、中津川市文化協会が中津川文化会館の指定管理者となったのを機に、「ロビーコンサー

ト」と「文化講座」を開設します。市民の皆様が参加したり、憩いの場になったりできる文化会館を

目指します。第1回ロビーコンサートは次のように行いますので、多くの方の鑑賞をお待ちしてい

ます。また、文化講座は今年度、4講座でスタートします。ロビーコンサートと文化講座に是非多く

の方に参加していただきたくご案内申し上げます。　　　　（中津川文化会館長　成木恭信）

文化会館　　腰戯＝畠 

日　時6月20日（土）
午後5時開演（入場無料）

会　場　中津川文化会館ロビー

出　　演　スターダスト・サクソフォン・カルテット

（市内中学校教員によるグループです）
☆クラシックからジャズまで幅広く演奏します。
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中津川文化会館　文化講座　貴会募集中！
4講座の募集要項は文化会館にあります。興味のある方はお問い合わせください。
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日頃、目にすることが少ない謡曲や仕舞について、

初歩から学べます。
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レツツ・プレイ！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）

9：00－17：00お一人様1時間（グループ利用可）

会場　中津川文化会館ホール
予約受付開始：7月1日（水）9：00～
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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
チケット発売予定：8月

音楽のジャンルを超えて心の琴線に触れる歌声

森廟季コンサート
日時平成28年2月27日（土）

会場　中津川文化会館ホール
チケット発売予定：11月

団塊の世代を代表する演者

鰯替『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
チケット発売予定：7月
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～伝えよう地域のカー

第41国憲轄離縁健太全
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

三遊亭円楽独演会

日　時平成28年3月26日（土）

会場　中津川文化会館ホール
チケット発売予定：12月

2015年中津川文化会館講座のご案内　　申込期間6月25日（木）まで

講座名 �内容紹介 �日程・時間 �受講料 �対　象 �詩ち物等 

ドラマリーディング （劇読み） �声一つでいろんなことが表現できるドラマ リーディング。戯曲を読む楽しみを味わって みませんか。 �毎月1回 （原則第3土曜日午後） 　全9回 �各講座 3，000円 （告闊 �どなたでも � 

シニア演劇講座 �「オールド・パンチー狼たちの挽歌－」の公 �毎月2回 ��60歳以上 �体を動かすこと 演を目標に演劇に取り組みます。 �（原則第2・4木曜日午後） 　全18回 ���ができる服装で 

古典芸能に親しむ �日本古来の伝統芸能、能楽、謡曲、仕舞等を芙 �毎月2回 ��どなたでも �仕舞用等の練習 際に体験し、心身ともに健康づくりをしてみ �（原則第1・3水曜日午後） ���用品（購入希望者 
ませんか。 �全18回 ���はご相談ください） 

リコーダーの楽しみ �リコーダーは、吹いてすぐ音の出る手軽に始め られる楽器ですが、実は奥が深いのです。いろ いろな大きさの楽器で合奏を楽しみましょう。 �毎月2回 （原則第2・4土曜日午前） 　全18回 ��どなたでも �ソプラノ、アル トリコーダー 

［主　　催］中津川文化会館　　お申込み・お問い合わせ　中津川文化会館　℡　0573－66－4011［企画制作］（一社）中津川市文化協会



子供達のチアダンス、日本舞踊の応援を頂き

楽しい演奏会です。

どうぞお気軽にご来場ください。

日　時　2015年6月7日（日〉

会　場　中津川文化会館ホール

開演13；00（開場12：30〉
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【主催・お問合せ】琴伝流大正琴中津llI支部　TEL0573－66－2222（成瀬）

【後援】中津川市・中津lII市教育委員会・（一社）中津川市文化協会・大正琴全国普及会本部

日　時　7月22日（水）

会　場　中津川文化会館ホール

開演18：15（開場18：00）
料　金　5，000円

【前売券取扱い】
（中津川市）食事処廣　　　　　　　　　TELO573－68－2551

（恵那市）津川芸能企画　　　　　　事務所0573－25－7823

携帯090－8676－3439

カラオケ喫茶林檎の木
松本扇房事務局

（瑞浪市）T・Kミュージック伸也
（土岐市）カラオケスタジアムラピス

オフィスジョージ林

（可児市）カラオケ喫茶スマイル
緑川恵子オフィス
滝沢のぼるオフィス

TELO573－25－1051

携帯090－1470－7989

携帯090－8072－5384

TELO572－54－9357

携帯090－9185－4218

TELO574－67－1920

携帯090－7308－6867

携帯090－8130－4849

【前売券販売所】中津川文化会館（窓口販売のみ）
【主催・お問合せ】㈱エムアイ企画TEL03－6383－4451
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日 �曜日 �会　場 �催　　し　　物　　名 �開演時間 �入場料 �主催・問い合わせ先 

6 �土 �中津川文化会館 �黒田歌謡教室発表会 �9：30 �1，000円 �黒田歌謡教室 
ホール �第26回「演歌まつり」 ���TELO573－65－3363・ 

7 �日 �中津川文化会館 　ホール �第32回琴伝流大正琴中津川発表会 �13：00 �無料 �琴伝流大正琴中津川支部 TELO573－66－2222 

7 �日 �東美濃／！、れあいセンター 歌舞伎ホール �古田正子バレエ教室発表会 �16：30 �無料 �古田正子バレエ教室 TELO573－65－3909 

13 �土 �中津川文化会館 �田中千春士音楽祭2015特別公演 �16：00 �（前売り券） 一般2，500円 高校生以下 1，200円 �加子母風起こし実行委員会 加子母総会事務所内 
ホール �明治座クラシックコンサート ��（当日券） 一般3，000円 高校生以下 1，500円 �　IlLl⊂〕カ TELO573－79－2111 

14 �日 �中津川文化会館 �中津Iii市民吹奏楽団 �15：00 �一般500円 学生300円 �中津川市民吹奏楽団（杉浦） 
ホール �第33回定期演奏会 ��小学生以下 　無料 �携帯090－1821－5720 

14 �日 �東美濃ノi、れあいセンター 歌舞伎ホール �第21回松本ジャズダンス教室発表会 �14：30 �無料 �松本ジャズダンス教室 TELO573－65－6165 

17 �水 �中津川文化会館 　ホール �食品衛生責任者講習会 �14：00 �関係者 �岐阜県恵那保健所 TEL0573－26－1111 

19 �金 �東美濃／i、れあいセンター �東美濃農業協同組合 �13：30 �関係者 �東美濃震業協同組合 
歌舞伎ホール �第17回通常総代会 ���TELO573－78－0124 

20 �土 �中津川文化会館 �第1回ロビーコンサート �17：00 �無料 �中津川文化会館 
ロビー �スターダスト・サクソフォン・カルテット ���TELO573－66－4011 

20 �土 �東美濃／i、れあいセンター �平成27年度岐阜県中学生 �9：00 �無料 �岐阜県卓球協会 

21 �日 �多目的アリーナ �卓球選手権大会 ���TELO573－66－1987 

21 �日 �中津川文化会館 　ホール �　第二中学校吹奏楽部 第12回ジョイフルコンサート �13：30 �無料 �中津Ii怖立第二中学校 吹奏楽部 TELO573－66－1245 

27 �土 �東美濃ノi、れあいセンター 歌舞伎ホール �　中津川おやこ劇場 　40周年記念合同例会 「プレジャーBのコメディークラウンサーカス」 �18：30 �会員制 �中津川おやこ劇場 TELO573－67－8205 

28 �日 �中津川文化会館 �（一社）中津Iii市文化協会 �13：30 �無料 �（一社）中津川市文化協会 
ホール �総合文化祭第17回ステージ部門 ���TEL0573－66－4011 

28 �日 �東美濃／i、れあいセンター 多目的アリーナ �東海フットサルリーグ �9：00 �無料 �東海サッカー協会 携帯090－1722－9277 

5／30 （ 6／14 �土 （ 日 �東美濃ノ！、れあいセンター 多目的アリーナ �第7回日本画公募展 前田吾郎記念大賞展覧会 �10：00 �無料 �中津川市文化スポーツ邦 文化振興課 TEL0573－66－1111 

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）

「第7回前田青斬記念大賞」を観る会
全国公募展として歴史を重ねてきました展覧会。大賞をはじめ入賞作品を中津川市学芸員の
解説を聞きながら鑑賞。ゆったりした時をお過ごしになりませんか？

日　時　平成27年6月14日（日）午前11：00現地集合
会　場　東美濃ふれあいセンター多目的アリーナ

解　説　上田　智美　中津川市学芸員

申込み　中津川文化会館　TELO573－66－4011※当日会場にても申込み可

主　催　中津川文化会館　　企画制作　（一社）中津川市文化協会


