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 文化ホール・音楽堂
日　時 行  事  名 会場・入場料 問い合わせ先

音楽堂

無料

文化ホール

関係者のみ

音楽堂

無料

文化ホール

無料（要整理券・配布
は終了しています）

文化ホール

無料

音楽堂

無料（要整理券）

音楽堂

無料（要申込）

スイトピアホール
日　時 行  事  名 入場料 問い合わせ先

日　時 行  事  名 入場料 問い合わせ先

12月10日（土）～3月5日（日）
<土・日・祝日>14：00～14：45

　プラネタリウム冬番組
　「冬の星座案内と『星になったチロ』」

一般 500円、高校
生以下無料、団体
（30名～）300円

大垣中日文化センター
0584-78-3383

岐阜県立大垣工業高等学校
吹奏楽部

0584-81-1280

1月21日（土）
14：00～15：30

大垣市教育委員会
文化振興課

0584-47-8067

大垣市役所　生活安全課
0584-81-4111

1月28日（土）
10：00～15：00

　文化フェスティバル　アクセス28推薦コンサート

大垣市役所まちづくり推進課
男女共同参画推進室

0584-81-4111

1月8日（日）
9：30～17：30

　大垣中日文化センター　新春芸能フェスティバル

　岐阜県立大垣工業高等学校吹奏楽部
　第６回定期演奏会

1月15日（日）
13：30～16：00

　大垣市消防団出初式

松岡内科クリニック（小椋）
0584-89-1948

1月22日（日）
13：30～16：00

キッズピアおおがき
0584-47-7200

　キッズピアおおがきオープン記念事業
　ファミリーコンサート

1月22日（日）
14：00～17：00

　大垣市男女共同参画フォーラム
　みんなでつくる幸せ社会

　2marimba & piano 凜
　高山西高等学校ウインドアンサンブル部
　チャリティーコンサート

1月8日（日）
10：00～11：30

1月7日（土）
10：00～15：00

　ごちゃまぜカーニバル2016 NPO法人リトミックＧｉｆｕ無料

(公財)大垣市文化事業団
事業課 科学展示係

0584-84-2000

コスモドーム

募集締切：1月16日（月）　※申請書に必要事項をご記入の上、郵送または直接お持ちください。

平成29年度プラネタライブ　出演者募集

1月22日（日）
11：00～12：45

　岐阜県透析研究会　市民講座 無料
岐阜県透析研究会

058-329-5522



展示室
日　時 会場 問い合わせ先

1月21日（土）～22日（日）
9：00～17：00

（最終日は16：00まで）
展示室4-A

MOA美術館大垣児童作品展
実行委員会

1月28日（土）～29日（日）
9：00～17：00

（最終日は16：00まで）

展示室4-A・B・C
展示室3-A

大垣中日文化センター

日　時 入場料 問い合わせ先

日　時 入場料 問い合わせ先

1月14日(土)～9月18日(月・祝)
9：00～17：00

日　時 会場・入場料 問い合わせ先

天体観測室

無料　※要予約

天体観測室

無料

３階

無料　※体重20㎏以上
の小学生

文化会館1階ロビー　※会期中の休館日は裏面でご確認ください。

日　時 入場料 問い合わせ先

12月16日（金）～3月31日（金）
9：00～17：00

無料 岐阜県文化財保護センター

行  事  名

　埋もれた水田～今宿　いまじゅく　遺跡展

受付（搬入）日／1月19日（木）～20日（金）10：00～17：00

無料
(公財)大垣市文化事業団

事業課 事業係
0584-82-2310

第37回　ジュニア油絵展　作品公募

行  事  名

　日本国際ポスター美術館所蔵
　ポスター展2017　～オノマトペなデザイン～

(公財)大垣市文化事業団
事業課 科学展示係

0584-84-2000

　　　　　　各催し物の開催時間は変更になる場合があります

行  事  名

　第28回　ＭＯＡ美術館大垣児童作品展

　私たちの作品展

アートギャラリー　※会期中の休館日は裏面でご確認ください。

1月28日(土)～2月19日(日)
9:00～17：00

　第37回　ジュニア油絵展

(公財)大垣市文化事業団
事業課 事業係
0584-82-2310

(公財)大垣市文化事業団
事業課 科学展示係

0584-84-2000

開催中～2月27日(月)
9:00～17：00

　ふるさとの自然展

12月10日(土)～1月9日(月・祝)
9:00～17：00

こどもサイエンスプラザ

水のパビリオン　※会期中の休館日は裏面でご確認ください。

行  事  名

　透明な「やど」のやどかり 無料

無料

1月28日（土）18:30～20:00
※曇雨時はコスモドームのみ

日・祝日　13:00～14:00
※曇雨時は中止

土・日・祝日
15:00

行  事  名

　市民天体教室

  昼間の天体観測

  スペースウォーク
　～月面の重力を体験しよう！～



チケット情報

分野 日時 会場 チケット
ネット
申込

友の会
割引

備考

天体
2017/1/28(土)
18：30～20：00

※曇雨天時はコスモドームのみ

<集合>
コスモ
ドーム

チケット
レス

○ - 無料

音楽
2017/2/12(日)
14：00～15：00

音楽堂 販売中 〇 - 一般1,000円

演劇

①2017/3/4（土）
　     18：30～

②2017/3/5(日)
　     14：00～

文化ホール 販売中 〇 〇
一般1,500円

U25（25歳以下）1,000円
高校生以下500円

講演
2017/3/12(日)

14：30～
文化ホール 販売中 〇 〇

一般2,000円
ペア3,500円

詳細はホームページをご覧ください。

大垣市スイトピアセンター

www.og-bunka.or.jp

【休館日】 503-0911

   1月：10日(火)、11日(水)、17日(火）、24日(火)、31日(火) 岐阜県大垣市室本町5-51

   2月：7日(火)、13日(月)、14日(火）、21日(火)、28日(火)

年末年始：12月29日(木)〜1月3日(火)

【お問い合わせ】 【交通案内】

[文化会館・学習館] ・JR大垣駅より　 徒歩15分

施設のご利用・チケットについて tel. 0584-74-6050  fax.0584-82-2303 ・養老鉄道室駅より 徒歩5分　

文化事業団のイベントについて tel. 0584-82-2310 ・名神高速大垣ICより      　車20分

[図書館] tel. 0584-78-2622 ・東海環状自動車道

[コスモドーム・サイエンスプラザ] tel. 0584-84-2000

　　[市民会館] tel. 0584-81-1111

・普通車　1回　200円（475台）

発行：公益財団法人　大垣市文化事業団

行事名

【駐車料金】

市民天体教室

アフタヌーンコンサート
デンハーグ五重奏団

市民創作劇
「わが街　大垣」

スイト学びフォーラム
ロバート・キャンベル文化講演会
「あえて日本語の中で
　　　　　　　生きるということ
～日本文化の魅力と可能性～」

 fax.0584-78-2775

          大垣西ICより　        車5分


