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〇平成 30 年 4 月 5 日発行 〇発行/飛騨市文化交流センター
※時間・内容などが変更になる場合があります。催しに関するご質問は各お問い合わせ先にお尋ねください。
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平成 30 年 5 月
12 日(土)開演 16：30

能舞音楽劇「義経記」
主演：デーモン閣下、山井綱雄、上妻宏光

20 日(日)開演 13：30

NHK 公開録画
「俳句王国がゆく」

26 日(土)開演 11：45

ランチタイムコンサート Vol.39
岸上穣 ホルンコンサート

27 日(日)開演 12：00

第 43 回 ネパール コシデカ村支援
チャリティー民謡まつり

一般
5,000 円
ガーデンメイト 4,500 円
入場無料
整理券が必要です(応募)
一般
1,000 円
ガーデンメイト 900 円
学生
500 円
全席自由

1,000 円

大ホール
大ホール

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180
飛騨市役所文化振興課
0577-73-7496

小ホール

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180

大ホール

澤田流春龍音会
0577-73-5146

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？（年度途中で入会した場合、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。

ガーデンメイト会員、継続についてのお知らせ
平成 29 年度ガーデンメイト会員の方は年度会費 2,000 円にて、平成 30 年度ガーデンメイト会員へ更新出来ます。更新手
続きの期間は平成 30 年 4 月 1 日(日)～5 月 31 日(木)となります。以降は新規入会となりますのでご注意ください。

NHK テレビ番組「俳句王国がゆく」公開録画の実施について

飛騨市と NHK 岐阜放送局では「俳句王国がゆく」の公開録画を行います。この番組は、全国各地をまわりながら、地元の方々と一緒に、俳句を通してその
土地の魅力を再発見していきます。ご観覧ご希望の方は、次の要領でお申し込みください。
■日 時 ５月２０日（日） 開場１３：００、開演１３：３０、終演１５：３０（予定）
■会 場 飛騨市文化交流センター
■主 催 飛騨市、NHK 岐阜放送局
■出 演 一般俳人の方
【ゲスト】野口五郎（歌手）、壇蜜（タレント）
【主宰】坊城俊樹（俳人「花鳥」主宰）
【司会】U 字工事（タレント）
【アシスタント】谷尾桜子
■応募方法
入場無料。郵便往復はがき（私製はがきを除く）でお申込み下さい。
【往信表面】(あて先)〒５００-８５５４ NHK 岐阜放送局「俳句王国がゆく」係
【往信裏面】①郵便番号 ②住所 ③名前 ④電話番号
【返信表面】①郵便番号 ②住所 ③名前
【返信裏面】何も記入しないでください（抽選結果を印刷してご返送いたします）
※郵便はがき以外で応募や、記入もれのあるはがきは抽選の対象外となりますのでご注意ください。
※応募多数の場合は抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、
落選の方には落選通知を５月２日（水）頃発送いたします。
※滿１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
※インターネットオークション等での転売を目的としたお申込みは固くお断りいたします。
なお、売買を目的としたお申込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせていただきます。
【締め切り】４月１９日(木)必着
■その他
ご応募の際にいただいた情報は抽選結果のご連絡のほか、受信料のお願いに使用させていただくことがあります
問い合わせ：NHK 岐阜放送局
TEL ０５８-２６４-４６１１(平日９：３０～１８：００)
URL
http://www.nhk.or.jp/gifu/
飛騨市役所文化振興課 TEL ０５７７-７３-７４９６(平日８：３０～１７：１５)

5 月 12 日
上妻宏光

（土）

デーモン閣下

能舞音楽劇

開場 16：00 開演 16：30
会場：スピリットガーデンホール
山井綱雄

「義経記」

「人は皆、本当の絆がそこにあって、己が気づいていないだけかも知れない」
あなたも、心震える新たな源義経の伝説を知る…
源義経の劇的な生涯を描いた“義経記”を通じて、今も日本人の根底にある
”想い”を現代に伝える。
デーモン閣下の監修による脚本と朗読、そして歌。上妻宏光の書き下ろしの楽
曲と演奏、山井綱雄の独自の能舞。ジャンルを異にする三者が新たな解釈で表
現し、歴史や伝統に根ざしながらも、エンターテイメント性を伴った新日本様
式で表現するのが、能舞音楽劇「義経記」です。
源義経の劇的な生涯を描いた“義経記”を通じて、今も日本人の根底にある”
想い”を現代に伝える。デーモン閣下の監修による脚本と朗読、そして歌。上
妻宏光の書き下ろしの楽曲と演奏、山井綱雄の独自の能舞。ジャンルを異にす
る三者が新たな解釈で表現し、歴史や伝統に根ざしながらも、エンターテイメ
ント性を伴った新日本様式で表現するのが、能舞音楽劇「義経記」です。

チケット発売中 一般

5,000 円
ガーデンメイト 4,500 円

全席指定

プレイガイド
飛騨市文化交流センター
船津座
高山市民文化会館
下呂交流会館アクティブ
チケットぴあ

５月２６日

☎0577-73-0180
☎0578-83-0151
☎0577-33-8333
☎0576-25-5000
☎0570-02-9999(P コード:485-142）

（土）会場：小ホール 開場 11：30 開演 11：45

ランチタイムコンサート Vol.39
岸上 穣 ホルンコンサート
チケット発売中 全席自由

一般 1,000 円 ガーデンメイト 900 円 学生 500 円

東京都交響楽団ホルン奏者。12 歳よりホルンを始め、京都市立音楽高校(現:京都市立京都堀川音
楽高校)を経て、東京藝術大学を安宅賞、アカンサス音楽賞を受賞し卒業。フランクフルト音楽・
舞台芸術大学を首席で卒業。現在は国内外のオーケストラへの客演や室内楽、ソロをはじめ、CM
音楽や映画・ドラマのサントラ録音などのスタジオミュージシャンや、ナチュラルホルンを使用
しての活動も行なっている。ピアノ伴奏は羽賀美歩さんです。

５月２７

(C)bozzo

ホルン：岸上 穣

ピアノ：羽賀 美歩

会場：飛騨市文化交流センター スピリットガーデンホール
日（日） 開場 11：00～
開演 12：00～

第４３回 ネパールコシデカ村支援

チャリティー民謡まつり チケット全席自由
1,000 円
～蘇る、昭和と津軽の響き～
主催/澤田流春龍音会

後援/飛騨市文化協会・岐阜新聞

4・5 月の休館日/月曜日・祝祭日の翌平日及び臨時休館日
4 月 2 日(月)、9 日(月)、16 日(月)、19 日(木)、20 日（金 ）、23 日(月)
5月

1 日(火)、2 日（水）、6 日（日）、7 日(月)、8 日(火)、14 日(月)
21 日(月)、28 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でも
チケット取扱いしております

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！

