
S U I T O P I A

9/16 土

2017 年 4月～ 2018 年 3月

チケット購入方法
インターネットで予約する 窓口で購入する（9:00 ～ 17:00）

（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

WEB

友の会会員発売日、一般発売日よりそれぞれ１週間早くお求めいただけます。
WEB 会員登録（無料）が必要となります。
（お支払い・お受取り）サークル K・セブンイレブン・スイトピアセンター・大垣市民会館

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

【プログラム】
チャイコフスキー「くるみ割り人形」より” 金平
糖の踊り”、リスト「ラ・カンパネラ」、
プーランク 即興曲第 15 番「エディット・ピアフ
を讃えて」他

田中正也
おしゃべりコンサート♪
「魔法のピアノ」

ヘーデンボルク和樹・直樹（ウィーンフィルハー
モニー管弦楽団）と弟の洋によるヘーデンボルク
3 兄弟の演奏会。大垣公演は念願の来日ツアーの
初日。

【プログラム】
J. ブラームス「ピアノ三重奏曲第 1 番　Op.8」他

15:00 指定
一般／ 2,000 円　高校生以下／ 1,000 円　
一般／ 6/30（金）　  友の会／ 6/23（金）

開　演 席　種

入場料

発売日

珠玉のピアノ三重奏
ヘーデンボルク・トリオ

5/6 土

11:30 自由
500 円

開　演 席　種

入場料 発売中発売日 発売中発売日

岐阜市在住の中学 3 年生。2016 年  チェリスト＝
コンポーザー・コンクール 中・高校生の部 銀賞
受賞。泉の森ジュニアチェロコンクール 中学生の
部 金賞受賞。

【プログラム】
アストル・ピアソラ／リベルタンゴ
サン・サーンス／白鳥　他

清水陽介チェロコンサート
6/17 土

11:30 自由
500 円

開　演 席　種

入場料

7/1 土

大垣市出身。ヴァイオリンとヴィオラを操り、スタ
ジオワーク、ミュージカルなどで活躍し、河村隆一、
綾香、宇多田ヒカル等とも共演。弦楽デュオやタッ
プダンスとのパフォーマンス等、幅広いジャンル
で存在感を発揮する吉田篤貴の公演。

18:30 自由
1,000 円
一般・友の会／ 4/7（金）

開　演 席　種

入場料

発売日

吉田篤貴
ヴァイオリンが踊る！
ジプシー音楽＆ジャズの魅力

P R I M E  C O N C E R T

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。

通常合計 8,000 円のところ セット価格　 一般 7,500円  友の会 6,500円
発売日　

0584-74-6050
0584-89-1111

世界を巡る音楽の旅 NIGHT CONCERT

音楽堂音楽堂

音楽堂音楽堂

日本人ピアニストとして初めて名門・ドイツ・グラモフォン
より鮮烈デビューを果たした俊英ピアニスト

15:00 指定
一般／ 2,500 円　高校生以下／ 1,000 円　
一般／ 7/28（金）　  友の会／ 7/21（金）

開　演 席　種

入場料

発売日

15:00 指定
一般／ 1,500 円　高校生以下／ 1,000 円　
一般／ 8/25（金）　  友の会／ 8/18（金）

開　演 席　種

入場料

発売日

15:00 指定
一般／ 4,000 円　高校生以下／ 1,000 円　
一般／ 9/22（金）　  友の会／ 9/15（金）

開　演 席　種

入場料

発売日

松田 華音 ピアノ・リサイタル

10/22 日 12/17 日11/19 日

大垣市出身。弱冠 18 歳にして 2016 年モントリオール国際
コンクールで優勝！若手実力派バイオリニスト

人気・知名度とも NO.1。300 年前の幻の名器ストラディヴァリ
ウス「デュランティ」で奏でる名曲の数々

v o l . 1
辻 彩奈 ヴァイオリン・リサイタル
v o l . 2

千住 真理子 ヴァイオリン・リサイタル
v o l . 3

音楽堂 音楽堂 音楽堂

©大杉隼平 ©Kiyotaka Saito(SCOPE)©Ayako Yamamoto

©bozzo

©Kazuya Akashi

※初日の電話予約は 13:00～

一般  7/14（金）   友の会  7/7（金）



S U I T O P I A2017 年 4月～ 2018 年 3月

しまじろうコンサート
「しまじろうと  もりのきかんしゃ」2/25 日

文化ホール

KIDS EVENT

大垣演劇祭 (高校生の部 )

浜崎あゆみのバックダンサーを務める「PARTY 
ANIMAL」によるワークショップです。PARTY 
ANIMAL と一緒にステージに立つチャンスも！

入場料

14:00 自由
一般／ 1,500 円　中高生／ 500 円　
小学生以下／無料（保護者同伴）

開　演 席　種

PARTY ANIMAL
DANCE WORKSHOP

スイトピアホール

「けん玉」×「音楽とダンス」！
NHK「ニャンちゅうワールド放送局」に出演中、
ず～まだんけのワークショップとパフォーマンスを
楽しもう！

ず～まだんけ
けん玉ワークショップ

文化ホール

かいとうらんまがお贈りする恒例「納涼公演」！
ご家族そろってお楽しみください。

劇団芝居屋かいとうらんま
「トランプ～ふしぎな三人組と
   絵のないカード～」 

スイトピアホール

DANCE  PERFORMANCE
       with PARTY  ANIMAL

9/23土祝

文化ホール

〒503-0911　岐阜県大垣市室本町 5-51　TEL 0584-82-2310

お問い合わせ

（公財）大垣市文化事業団

未就学児向けワークショップです。
なりきりあそびをしてみましょう！

ワークショップ受講者からの選抜メンバーと PARTY 
ANIMAL によるステージと、公募によるダンスチーム
の発表会です。

劇団風の子中部
げきあそびワークショップ

認知症に関心がある人のための

4/16 日 7/ 2 日

10/15 日 1/21 日

未定 自由 無料時　間 席　種 入場料

13:30 ～ 15:30 500 円 4/14( 金 )時　間 参加料 発売日

小学生～一般／ 500 円　
一般・ 友の会／７/21（金）

時　間

参加費

発売日

①13:00　②15:00

入場料

一般・友の会／ 6/9（金）発売日

10:00 ～ 11:30
全４回／ 1,000 円　1回／ 300 円　
発売中発売日

開　演時　間

参加費

スイトピアホール

出演：中川雅子
夏の展覧会とあわせて、「水中の生き物」をテーマとした
作品の朗読をお楽しみください。

文学座女優によるプラネタリウム朗読会

大垣演劇祭 (中学生の部 )

詳細後日発表 !!

演劇情動療法
え !? 演劇の力で認知症の改善を？
東北大学医学部老年科臨床教授の藤井昌彦と
俳優・演劇情動療法士の前田有作による感動の力を用いた療法です。
演劇と認知症に関心がある人なら誰でも参加できる入門編の講座です。

認知症は怖くない！
スイトピアホール

開　演 席　種

入場料

14:00 指定
500 円 発売日

開　演 席　種

一般／ 7/21（金）　  友の会／ 7/14（金）

文化ホール

コスモドーム

演劇部の中高生が熱演を繰り広げます！

7/28 29金 土

7/30 日

8/13 日 6/24 土

7/29 土

8/19 土

7/22 土 日23 月祝24

親子で楽しめるコンサートです。ジブリ映画の名曲の
数々を管弦楽の生演奏でお楽しみください。
演奏：セントラル愛知交響楽団

「ぜーんぶジブリ
            & 紙カミ大作戦」

夏休みファミリーコンサート

文化ホール8/20 日日

14:00 指定
一般／ 1,500 円　中学生以下／ 500 円　

一般 6/23（金）　友の会　6/16（金）

開　演 席　種

入場料

発売日
3 才以下の膝上鑑賞無料

※2017 年 3月現在の予定です。公演内容等変更になる場合があります。


