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市民文化芸術鑑賞事業

昼間担暴政皆鵜塾昼
三千＝」l壬生

日　時平成27年10月27日（火）

開演18：30（開場18：00）

発行中津川文化会館踵醒露塾
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会　場　中津川文化会館ホ“ル

入場料　全席指定4，500円　　シニア券　4，000円（満60歳以上。文化会館のみの扱いです。）

【チケット発売日】　　　　　　　　　　　　　【チケット前売所】

7月18日（土）9：30－　　　　　　　　　　中津川文化会館、東美濃ふれあいセンター

※発売日当日お一人様のご購入は5枚までと　アピタ中津川店（S．C）、ピアゴ恵那店（S．C）

させていただきます。　　　　　　　　　　　ダイソー楽器、福岡公民館、坂下公民館

※電話予約：中津川文化会館のみ　　　　　　　付知公民館、恵那文化センター

発売日当日13：00－17：00
翌日からは　9：00－17：00

【主催】中津川市・中津川市教育委員会／お問合せ中津川文化会館　TEL．0573－66－4011

【企画制作】（一社）中津川市文化協会
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第2回培蟻姦藷睦鴨
中津川文化会館

日　時7月11日（土）

11：30開演（入場無料）

会　場　中津川文化会館ロビ“

5月の第3回演奏会は
好評でした。ルネッ
サンスからジャズま
で幅広いレパート
リーがあります。

出　演　中津川リコーダーアンサンブル

演奏曲目「水上の音楽」より、イエスタデイ、母さんの軟　化
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ロビーコンサート出演者募集中（お問合せ：中津川文化会館）
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2015中津川文化会館文化講座開講のご案内

古典芸能tこ楽しむ

13：30　第1楽屋
、ヽ●…〇一一二二二＝ニ＿一一一で～・iiン一つ

④リコーダーの楽しみ

10：00　2°5会議室
一一一－－mm【一子

13：30　2－3会議室i

④ドラマリーディング
13：30　2°3会議室

ご興味のある方のご参加をお待ちしております。
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市民文化芸術鑑賞事業 

映画『美女と野獣』 
日　時　平成27年8月22日（土） 

開演①14：00　②18：00　開場30分前 

会場　東美濃ふれあいセンター歌舞伎ホール 

入場料　大人1，000円（当日1，200円） 

小中高生ら00円 

チケット発売日　7月19日（日）9：30～ 

チケット前売所　中津川文化会館、東美濃ふれあいセンター、 

アピタ中津川底5．C、ダイソー楽器、福岡公民館、 

坂下公民館、付知公民館、ピアゴ恵那店S．C 

恵那文化センター 

主催：中津用布・中津Il情教育委員会／お問合せ：中津川文化会館　TEL．0573・66－4011／企画制作：（一社）中津Il席文化協会



しみの”
中津川・恵那を中Ihとした企業が集まる「ひがしみの就職面接会」
就職面接会では、事業所ごとのブースにおける会社説明方式となっており、一度に多
くの企業情報を集めることができるので、学生の方や、求職者の方、また、Uターン
希望者の方にもおすすめ。未来への一歩を踏み出すあなたを応接します。

日　時　2015年8月1日（土〉13：00－16：00（12：00より受付開始）

会　場　素美濃ふれあいセンタ”多目的アリーナ特設会場

対象者　一般求職者、パート求職者、∪ターン希望者、大学等卒業見込者（既卒含む、中学生・高校生を除く）
※但し、参加事業所の求人状況によっては内容が異なる場合があります。

参加費　無料

【主　催】中津川市・恵那市雇用対策協議会・中津川商工会議所・中津川北商工会

恵那商工会議所・恵那市恵南商工会・ハローワーク中津川・ハローワーク恵那

【お問合せ】ハローワーク中津川　TEL．0573－66－1337　　ハローワーク恵那　TEL．0573－26－1341



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

5 �日 �東美濃ノ！、れあいセンター �鳴海杯 �9：00 �無料 �中津lIi市体操協会 
多目的アリーナ �（体操競技） ���TELO573－65－4525． 

8 �水 �中津川文化会館 　第1楽屋 �開　中津川文化会館文化講座 普古典芸能を楽しむ（見学歓迎） �13：30 �－ �中津川文化会館 TELO573－66－4011 

9 �木 �中津川文化会館 2－3会議室 �：∴∴∴∴∴ �13：30 �－ 

11 �土 �中津川文化会館 2－5会議室 �開　中津川文化会館文化講座 曹リコーダーの楽しみ（見学歓迎） �10：00 �－ 

12 �日 �中津川文化会館 　ホール �遠山洋子／i、るさとコンサート �15：00 �3，000円 �遠山洋子／i、るさとコンサート 実行委員会 TELO573－45－2188 

18 �土 �東美濃／！、れあいセンター 多目的アリーナ �南さくら幼稚園　親子運動会 �9：30 �無料 �南さくら幼稚園 TELO573－65づ205 

18 �土 �中津川文化会館 2－3会議室 �開　中津川文化会館文化講座 雷ドラマリーディング（見学歓迎） �13：30 �－ �中津川文化会館 TELO573－66－4011 

19 �日 �中津川文化会館 �M・C中津川音教センター �12：00 �無料 �M・C中津川音教センター 
ホール �第28回演奏会 ���TELO573－66－7977 

19 �日 �東美濃／i、れあいセンター �第17回 �9：00 �無料 �中津川市バレーボール協会 
多目的アリーナ �市内ソフトバレーボール大会 ���携帯090－2689－8063（宮村） 

22 �水 �中津川文化会館 �悠里＆博正 �18：15 �全席指定 �株式会社エムアイ企画 
ホール �艶歌こころのビックステージ ��5，000円 �TELO3－6383－4451 

26 �日 �中津川文化会館 �中津川市消防音楽隊 �14：00 �無料 �中津Iii市消防音楽隊 
ホール �創立60周年記念演奏会 ���携帯090－2132－1292（小畑） 

26 �日 �束美濃ノi、れあいセンター �第24回 �9：00 �無料 �東濃バレーボール協会 
多目的アリーナ �東濃ママさんバレーボール大会 ���携帯090－2689－8063（宮村） 

26 �日 �東美濃ノi、れあいセンター �映画会　「妻の病」 �①13：00 �無料 �一般社団法人恵那医師会 
歌舞伎ホール �（認知症ドキュメンタリー映画） �②15：30 ��TELO573－68－8151 

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

森廟季
音楽のジャンルを超えて心の琴線に触れる歌声

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

6月14日（日）さ �m 

藷蔑謹撰謹慎 当日43名の多くの方が参加さ（ れ、上田智美中津川市学芸員‾ の解説を聞きながら作品を鑑 賞しました。 �－ 

～伝えよう地域のカー

第41国憲轄歌穏健大会
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

6月20日（土） 中津川文化会館 第1回ロビーコンサートを 開催しました。 スターダスト・サックス・カルテット �‾‾‾「軍事‾‾‾‾ 「「玉 
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の迫力あるサウンドと繊細な音で織 � 

りなす音楽が来館して頂いた聴衆約 �＋ 
150人の方々にしばし癒しの時を過 �m　　撃績題戟音 
ごしていただきました。 � 


