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平成 30 年 2 月
3 日(土)開演 19:00

飛騨市小さなまちづくり応援事業
ひだで映画を撮ろう作品上映会
映画「ひなたつむ」

4 日(日)開演 14:00

ポコ・ア・ポコ
ホームコンサート

7 日(水)開演 14:00

18 日(日)開演 15:00

PROMISE TO THE FUTURE
-共に創る教育の未来吉城高校 YCK－プロジェクト報告会
講演会
バカの壁、飛騨の壁
みえない「壁」の超え方、教えます

入場無料 全席自由

大ホール

Studiotoshi+R を支える会
hidadeeigaotorou@gmail.com

入場無料

全席自由

小ホール

ポコ・ア・ポコ
0577-73-3448

入場無料

全席自由

大ホール

岐阜県立吉城高等学校
キャリア推進部 鈴木
0577-73-4555

入場無料

全席自由

大ホール

飛騨地域里山資産活用協議会
0577-73-2104

小ホール

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180

平成 30 年 3 月
4 日(日)開演 11:45
10 日(土)開演 11:30
11 日(日)開演 12:30
14 日(水)開演 19:00
18 日(日) 午後開演
詳しい開演時間はお問い合
わせ先にてご確認下さい

21 日(水)
詳しい開演時間はお問い合
わせ先にてご確認下さい

25 日(日)開演 13：15

ランチタイムコンサート Vol．38
吉岡麻貴子 ヴァイオリンコンサート
ひだふるかわ音楽の森合唱団
さわやかコンサート
第 12 回
飛騨市芸能祭
ディナータイムコンサート 特別公演
半﨑美子
「明日への序奏」発売記念公演

一般
会員
高校生以下

1,000 円
900 円
500 円

入場無料
入場無料
一般
会員
高校生以下

全席自由
1,000 円
900 円
300 円

小ホール
大ホール
小ホール

吉城高等学校吹奏楽部
第 11 回定期演奏会

入場無料

大ホール

吉城高等学校放送演劇部
春の自主公演

入場無料

小ホール

木本明江ピアノ教室発表会
音の花束コンサート

入場無料

小ホール

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180
飛騨市文化協会
0577-73-6820
飛騨市文化交流センター
0577-73-0180
岐阜県立吉城高等学校
吹奏楽部顧問：藤守
0577-73-4555
岐阜県立吉城高等学校
放送演劇部顧問：上嶋
0577-73-4555
木本明江ピアノ教室
0577-73-4560

ガーデンメイト制度
4 月 1 日～翌年 3 月 31 日までの期間、入会金 1,000 円+年度会費 2,000 円でガーデンメイトに入
会することが出来ます。主催及び共催事業のチケットの先行購入や割引などさまざまな特典があり
ます。是非この機会に登録されてはいかがでしょうか？
（年度の途中で入会した場合でも、入会金・年度会費は割引になりません。）

ガーデンメイト会員特典

特典 1：割引価格でチケットが購入できます。（催し物により割引率、適用枚数が異なる場合があります。）
特典 2：一般販売より先にチケットが購入できます。（催し物によっては、例外もございます。）
特典 3：先行発売日の正午より、電話でチケットの予約が出来ます。
特典 4：文化村だよりやイベントチラシの郵送でのお届け。
特典 5：カフェラウンジ響でのドリンク割引。

H30.3.4(日)
会場:小ホール

ランチタイムコンサート Vol.38 吉岡麻貴子 ヴァイオリンコンサート

開場 11:30 開演 11:45

一般:1,000 円

会員:900 円

高校生以下:500 円

1981 年、埼玉県生まれ。東京芸術大学音楽学部付属音楽高等学校を経て
2002 年、同大学を首席で卒業。別府アルゲリッチ音楽祭、第 17 回アフィ
ニス夏の音楽祭など、国内外の音楽祭に参加、出演している。また、2014
年 8 月より一年間ウィーンにて研鑽を積む。現在、東京都交響楽団第一ヴ
ァイオリン副首席奏者。ソロ、室内楽においても意欲的に取り組んでいる。
ピアノ伴奏者は長尾洋史さんとなっております。

吉岡麻貴子

長尾洋史

Dinner Time Concert 特別公演
2017 年

日本有線大賞

新人賞を受賞！

ショッピングモールの歌姫としても話題の 2018 年大注目アーティスト！

半﨑

美子

「明日への序奏」発売記念公演
会場：飛騨市文化交流センター 小ホール
開場 18:30～
月
日(水)開演 19:00～

3 14
半﨑 美子

北海道札幌市出身

北海道の大学在学中に音楽に目覚め、大学を中退し単身上京、パン屋に住
み込みで働きながら曲を書き続けた。歌うと会場のどこかで必ず涙を流す
人がいる。そんな個性豊かな歌声とメッセージ性に富んだ歌詞、そして生
き方そのものに共感する人が全国から集まり、どこにも所属することなく、
個人で東京・赤坂 BLITZ の単独公演を 3 年連続開催、ソールドアウトさせ
た。人の心に寄り添いながら作る歌は、全国のショッピングモールを回り
歌い続け、出会った人々の人生に触れ、涙に触れて、生まれた。
自分の歌が自分自身よりも長生きすることを願い、歌が教科書に載ること
が一つの夢である。

チケット発売日

２月４日

(日）ＡＭ9:00

飛騨市文化交流センターにてチケット発売開始
全席指定 一般 1,000 円

会員 900 円 高校生以下 300 円

・コンサート当日にチケットが残っている場合、当日券を販売いたします。
・チケットは一度に 2 枚まで購入することが出来ます。3 枚以上ご希望の方は再度列の最後尾へお並び下さい。
・3 歳未満のお子様は保護者 1 名につき１名まで膝上鑑賞可。（但し座席が必要な場合は有料）

2・3 月の休館日/月曜日・祝祭日の翌平日及び臨時休館日
2月

5 日(月)、13 日(火)、14 日(水)、19 日(月)、26 日(月)

3 月 5 日(月)、12 日(月)、19 日(月)、22 日(木)、26 日(月)
※通常開館時間 8：30～22：00、窓口営業時間 9：00～20：00
ただし夜間利用の無い日は 20：00 閉館となります。

飛騨市文化交流センター
岐阜県飛騨市古川町若宮 2-1-63（ＪＲ飛騨古川駅より徒歩 2 分）
TEL：0577-73-0180／FAX：0577-73-0185
■公式 H.P/Facebook/ひだっちブログ/ひだラボで公演情報などを
発信しています 飛騨市文化交流センター で検索！

