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岐阜県大垣市室本町 5-51

（大垣市スイトピアセンター）

www.og-bunka
.or.jp

たくさんの「おめでとう」を言いたくて。

記念日チケット／応援チケット／プレゼントサービス

対象公演（各公演 6名様まで）
ワンコインコンサート vol.1『木曽真奈美』／劇団ジャブジャブサーキット『しずかなごはん』／ワンコインコンサート vol.2『浅野未希 × 斎藤洋』／
劇団芝居屋かいとうらんま『ディギング ! あほール ?』／劇団ホチキス『佐々木の船（仮）』／文学座俳優による星空朗読会／
シュツットガルト・ゾリステン＆辻彩奈／プライムコンサート vol.1『デュオ・ヘーデンボルク』／プライムコンサート vol.2『TSUKEMEN LIVE2016』／
プライムコンサート vol.3『２台のピアノクリスマス』／小川加恵 with デンハーグピアノ五重奏団／はせひろいち・市民創作劇

郵便ハガキにて、①応募する公演名　②住所　③氏名　④年齢　⑤電話番号　⑥応募の動機
をご記入の上、下記応募期間にご応募ください。子育て応援チケット・ウェルカム大垣チケットをご希望の方は応募人数もご記入ください。
※抽選結果は、各公演の発売日より１か月以内に、チケットの発送をもって代えさせていただきます。

〒503-0911　岐阜県大垣市室本町 5-51　( 公財 ) 大垣市文化事業団　事業課　「チケットプレゼント係」

公演当日に残席がある場合にのみ、チケット価格にかかわらず、
1,000 円で購入することができる、学生限定のサービスです。
　 の公演が対象です。

子育て日本一の大垣市を目指して。
ときには自分へのご褒美、必要です

公演をご鑑賞の間ご利用いただける無料託児です。

委託団体
対象公演
申込方法

お問合せ

チケット購入方法

　 初体験チケット・プレゼント
舞台鑑賞が初めての体験となる方を対象にご招待します。

NEW

● 子育て応援チケット・プレゼント
子育て奮闘中のパパさんママさんをご招待します。

（ペア・お一人いずれも応募可）

● 婚活応援チケット・プレゼント
現在婚活中の方を対象にペア券をお届けします。

● ウェルカム大垣チケット・プレゼント
平成 26 ～ 28 年の間に他市より大垣市へ転居された方を
対象にご招待します。（ご家族の人数に応じて応募可）

● ブライダルチケット・プレゼント 
おおよそ平成 28 年度中にご成婚の方をペアでご招待します。

● 金婚銀婚チケット・プレゼント
おおよそ平成 28 年度中に金婚または銀婚を迎えるご夫婦を
ペアでご招待します。

応募方法

応  募  先

応募期間 対象公演の一般チケット発売日より 15 日間です。

多感な時期に、いくつものかけがえのない経験を
してほしい。学生のみなさん、ご存じですか？

利用方法 公演当日、会場の受付にてご購入ください。※要学生証提示
チケットの有無はホームページで確認できます。www.og-bunka.or.jp 

NPO 法人ナルク大垣
　　 のついた公演に限ります。
公演日の２週間前までに、右記ホームページよりご予約ください。
※定員あり・受付順　※未就学児が対象になります。
( 公財 ) 大垣市文化事業団　事業課　tel.0584-82-2310

インターネットで予約する（24時間）　 電話で予約する（9：00～ 17：00）※発売初日のみ 13：00 開始となります。

窓口で購入する（9:00 ～ 17:00）

大垣市スイトピアセンター　休館日／火曜（祝日の場合は翌日）ほか
大垣市民会館　休館日／水曜日（祝日の場合は翌日）ほか

（文化会館１階事務室）　大垣市室本町 5-51
（管理棟１階事務室）　大垣市新田町 1-2

キャンパスシート 託児サービス

WEB

このマークの公演チケットは、ネットでのご予約・購入ができます。
24 時間ご利用いただけます。ネット予約後、お近くのコンビニ（サークルＫサンクス、
セブンイレブン）でもお支払・受取ができます。
※ＷＥＢ登録（無料）が必要です。ご利用の詳細はホームページをご覧ください。

WEB

アクセス

興文中

八幡神社
ヤナゲン

大垣駅
養老鉄道

JR東海道線

大垣市民病院

大垣共立BK

郷土館
大垣城

スイトピアセンター 市役所

258

大垣市守屋多々志美術館

室駅

奥の細道むすびの地記念館

●名神高速大垣ICより車20分
●東海環状自動車道大垣西ICより車5分
●駐車場　普通車200円(475台)

NTT

●JR大垣駅より徒歩15分（タクシー7分）
●養老鉄道室駅より徒歩5分

大垣市文化事業団イベントカレンダー 2016

●受験勉強応援チケット・プレゼント 
　中学・高校ともに３年生の方を対象にご招待します。

　 就活応援チケット・プレゼント
現在就活中の方を対象にご招待します。

〒503-0911　岐阜県大垣市室本町 5-51　0584-82-2310

ペア×3組3名様

3名様

3名様

ペア×2組 ペア×3組

6名様

6名様
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☎0584-74-6050
☎0584-89-1111
上記へ電話予約後、コンビニ（サークルＫサンクス）または上記窓口でお支払・
受取いただけます。※お支払いには期限がございます。

大垣市スイトピアセンター
大垣市民会館

http://www.og-bunka.or.jp/ 検索スイトピアセンター

公益財団法人 大垣市文化事業団



インターネットでご予約のお客様、またはスイトピア友の会会員様は、先行発売日からご購入いただけます。
※2016 年 2 月末現在の予定です。公演内容等が変更になる場合がございます。各公演チラシまたはホームページでご確認ください。

自由席種

ひとクセもふたクセもある、おばかな男たちが、銀行の地下金庫狙っ
て穴を掘り続ける！それぞれの思いが交差する中、彼らの運命やいか
にっ !

劇団芝居屋かいとうらんま
「ディギング！あほール？
～まずは 200mまで～」

デュオ・ヘーデンボルク
音楽堂プライムコンサート vol.1

TSUKEMEN LIVE 2016
音楽堂プライムコンサート vol.2

スイト学びフォーラム
文化講演会

プライムコンサートセット券（限定 50セット）
プライムコンサートｖｏｌ.1、ｖｏｌ.2、ｖｏｌ.3 の
セット券を販売します。 良いお席を早く、
お得にお求めいただけます。

水都おおがき演劇アゴラ 2016 演劇ワークショップ

小泉今日子、風間杜夫が倦怠期の夫婦に！
作・演出 岩松了

19:00 指定
Ｓ席／ 4,000 円　Ａ席／ 3,000 円　

（完売）ありがとうございました。

開演 席種

入場料

発売日

「家庭内失踪」
Ｍ＆Ｏplays
水都おおがき演劇アゴラ 2016

ショパン／幻想即興曲　ムソルグスキー／展覧会の絵 ほか
11:30 ～ 12:30
500 円

開演 自由席種

3/11（金）

木曽真奈美
お話でつづるピアノ名曲コンサート

スイトピアワンコインコンサート vol.1

14:00 自由
一般／ 1,500 円　U25 ／ 1,000 円
小学生以下／無料（要入場券・保護者同伴）　
6/10（金）

開演 席種

水都おおがき演劇アゴラ 2016

プラネタリウムの星空の下、朗読でベルギーの世界をお楽しみく
ださい！

14:00 指定
500 円

開演 席種

先行：7/29( 金 )　一般：8/5（金）

文学座俳優による星空朗読会

演劇部の中高生が熱演を繰り広げます。
高校生の部は地区大会を兼ねます。

2016 大垣演劇祭
水都おおがき演劇アゴラ 2016

入場無料自由席種

高校生の部

7/16土～
7/18月・祝 7/23土

中学生の部

18:30 指定
一般／ 2,000 円   高校生以下／ 1,000 円
先行：7/22（金）   一般：7/29( 金）

開演 席種

クラシックでもポピュラーでもない、” TSUKEMEN” という音楽・・・
２ヴァイオリンとピアノの３人だけのオーケストラ、PA なしの生音に
こだわったライブ！

15:00 指定
一般／ 3,500 円   高校生以下／ 1,000 円

開演 席種

先行：8/19（金）   一般：8/26( 金）

毎年著名な文化人を招き開催しているスイト学びフォーラム。
作家・学者・ジャーナリスト・アナウンサー等を講師に迎え、
大垣ならではの趣向を凝らした特別な文化講演会です。
今回もお楽しみに！

3月頃

通常合計 9,500 円のところ
セット価格　友の会 7,800 円  ネット・一般 9,000 円
先行　7/8（金）　  一般　7/15（金）

川村ミチル
劇団そらのゆめ 主宰

ミニ演劇ワークショップ
「むかしのくらし」

一般／ 500 円　小学生／無料参加料
スイトピアセンター会場

11 月～
12月頃予定

中屋敷法仁
柿喰う客 代表

演劇ワークショップ
一般／ 1,000 円
高校生以下／ 500 円

参加料

スイトピアセンター会場

８月～
９月頃予定

米山和仁
劇団ホチキス 主宰

演劇ワークショップ
一般／ 1,000 円
高校生以下／ 500 円

参加料

スイトピアセンター会場

※お申し込みの詳細は、スイトピアセンターホームページでご案内させていただきます。

4/1金

ウィーンフィルの若き俊英チェリスト・ヘーデンボルク直樹が
ソロリサイタルで音楽堂に登場！ピアノは、弟ヘーデンボルク
洋が大垣初登場！

5/8日4/29
金・祝

学校を舞台に繰り広げられる、痛快☆密室群像劇！
14:00
2,000 円　　親子ペア券／ 2,500 円
中高生限定グループ（4 枚 1 組）／ 2,000 円
販売中

開演 自由席種

劇団うりんこ
「妥協点 P」

水都おおがき演劇アゴラ 2016

入場料

発売日

入場料 発売日

ジャブジャブサーキット「非常怪談」に続き２度目の大垣公演
6/4（土）18:00  　6/5（日）14:00
一般／ 2,500 円 　U25 ／ 1,500 円　
3/25（金）

開演

劇団ジャブジャブサーキット
「しずかなごはん」

小劇場のカリスマシリーズ
水都おおがき演劇アゴラ 2016

入場料

発売日

ハチャトリアン／剣の舞　シューベルト／アヴェマリア ほか

浅野未希×斎藤洋
スイトピアワンコインコンサート vol.2

11:30 ～ 12:30
500 円 5/13（金）

開演 自由席種

ヴァイオリン＆ピアノデュオ
～名曲のランチ BOX～

入場料 発売日

7/16土

9/228/7日

2/12日

10/24月 11/12土

12/11日

入場料

発売日

劇団ホチキス「佐々木の船（仮）」
小劇場のカリスマシリーズ

宇宙への夢と、家族への愛がつまったエンターテインメ
ントコメディー！

自由席種

水都おおがき演劇アゴラ 2016

6/17（金）発売日

入場料

発売日

入場料

発売日

入場料

発売日

仲道郁代＆仲道祐子デュオ
2台のピアノ deクリスマス

音楽堂プライムコンサート vol.3

人気・実力とも常に注目を集める２人。姉妹だからこそ可能なひとつ
の楽器のように息の合った一体感と躍動感あふれるピアノ・デュオ！

15:00 指定
一般／ 4,000 円   高校生以下／ 1,000 円
先行：9/9( 金）   一般：9/16( 金）

開演 席種

入場料

発売日

6/4土 6/5日

9/17土 18日9/18日

3/4土 3/5日

はせひろいち・市民創作劇
水都おおがき演劇アゴラ 2016

市民参加で創るふるさと大垣の物語
作・演出／はせひろいち

発売日 12/2（金）

小川加恵
with デンハーグピアノ五重奏団
バレンタインスペシャルコンサート

アフタヌーンコンサート

オリジナル楽器で今甦る、19 世紀熱狂のパフォーマンス！

14:00
1,000 円 11/11( 金）

開演 自由席種

入場料 発売日

10/2日

大垣のフレンドリーシティ・ドイツのシュツットガルトの楽団と、
大垣出身ヴァイオリニスト辻彩奈がコラボレーション

一般／ 3,000 円   高校生以下／ 1,500 円
指定席種

先行：7/8（金）    一般：7/15（金）

シュツットガルト・ゾリステン
with 辻彩奈

世界を巡る音楽の旅シリーズ

入場料

発売日

大垣市民会館

スイトピアセンター
文化ホール

スイトピアセンター文化ホール

スイトピアセンター音楽堂 スイトピアセンター音楽堂 スイトピアセンター音楽堂

スイトピアセンター音楽堂 スイトピアセンター音楽堂 スイトピアセンター音楽堂 スイトピアセンター音楽堂

スイトピアセンター
文化ホール

スイトピアセンター文化ホール
スイトピアセンター

コスモドーム
スイトピアセンター

文化ホール
木・祝

スイトピアセンター
文化ホール

ピアノ：河村義子

スイトピアセンター文化ホール

5/14土 5/28土 6/18土

全 3 回 10:00 ～ 11:30開演

セット割 セット割

セット割

＜これまでの講師＞ 五木寛之／養老孟司／ 玄侑宗久／
櫻井よしこ／松平定知／姜尚中

助成／（一財）地域創造

2015 年市民創作劇「晴れた空」より

2015 年「ジュリアーノ警部～怪～」より 2015 年「星空朗読会」より

公演の最新情報・チケット予約はスイトピアセンターホームページで　www.og-bunka.or.jp

2015 年のワークショップの様子

「ポール・デルヴォー版画展」関連イベント

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

WEB

撮影：三浦憲治 WEB

第 34 回公演「値千金のキャバレー」より

©Kiyotaka.Saito © 武藤 章

15:00開演


