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※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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お問い合わせ

8月
1 日（水）
開場 18：30 開演 19：00

4 日（土）
開場 13：30 開演 14：00

5 日（日）
開場 13：30 開演 15：00

富山南高校
吹奏楽部公開リハーサル
尾木ママ教育講演会
～ひとづくりにおける教育の大切さ～
日本の祭シリーズ
～からくり人形の魅力～

12 日（日）
午前の部
午後の部

16 日（木）
19 日（日）
開場 14：30 開演 15：00

23 日（木）
開場 13：30 開演 14：00

26 日（日）
10：00～17：00

一般 1,500 円
高校生以下無料
入場無料
先着 95 名

名古屋音楽大学
打楽コース公開リハーサル
第 5 回ブランバレエスタジオ発表会
Blanc Ballet Studio 5th Concert
飛騨市特別支援教育推進協議会
夏休み特別支援教育講演会
飛騨市文化村
サマーフェスティバル 2018

大ホール
大ホール

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180
尾木ママ講演会実行委員会
0577-73-7008

小ホール

古川祭保存会

入場無料

ホワイエ

飛騨市教育委員会文化振興課
0577-73-7496

入場無料

大ホール

入場無料

大ホール

関係者のみ

大ホール

入場無料
（一部有料）

飛騨市
文化村

10,000 個の紙コップの
インスタレーション in 飛騨

開演 10：30
開演 13：30

開場 18：30 開演 19：00

入場無料

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180
ブランバレエスタジオ
090-4684-1821（代表 森口）
山之村小中学校
0578-82-5545
飛騨市文化交流センター
0577-73-0180

9月
8 日（土）
開場 10：45 開演 11：00

ランチタイムコンサート Vol.41

9 日（日）
開場 13：00 開演 13：30

女性スマイル公演会
夫婦円満の秘訣

午前の部
午後の部

24 日（月）
開演 11：00
開演 14：00

庄司恵子ユーフォニアムコンサート

1,000 円
900 円
500 円

要整理券

ファミリーＪＡＺＺコンサート in ひだ

29 日（土）
開場 14：30 開演 15：00

一般
会員
高校生以下

林 修 氏 文化講演会
『教え「育つ」教育を考える』

小ホール
小ホール

前売券大人
当日券大人
高校生以下

1,500 円
2,000 円
無料

小ホール

一般
会員

1,600 円
1,500 円

大ホール

飛騨市文化交流センター
0577-73-0180
一般社団法人飛騨古川青年会議所

090-2182-5241
ファミリーコンサート in 飛騨実行委員会

090-5014-6660
飛騨市文化交流センター
0577-73-0180

ガーデンメイト会員、更新切れにご注意ください
ガーデンメイト更新期限は 5 月 31 日にて終了致しました。更新されていないカードは使用できません。
今一度、カードの更新期限をご確認ください。更新期限が切れたカードは更新できませんので、ガーデンメイト会員を
継続されたい方は、新たにガーデンメイトへ入会していただく形になります。

新着情報！
12 月 15 日（土）開催！

チケット発売日 10 月 14 日（日）
ガーデンメイト 5,000 円
9：00～
一般
5,500 円 13：00～
※ガーデンメイトと一般の発売開始時間が異なります。

「綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ２０１８」
詳細は後日お知らせいたします。お楽しみに！
8・9 月の休館日/月曜日・祝祭日の翌平日及び臨時休館日
8 月 6 日(月)、13 日(月)、20 日(月)、27 日(月)、２８日（火）
9月

３日(月)、１０日（月）、1８日（火）、1９日(水)、2５日(火)
２６日(水)
※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！

音楽学校強化合宿 in 飛騨
飛騨市文化交流センター

公開リハーサル

スピリットガーデンホール

全席自由入場無料

8 月 1 日(水)

8 月 16 日(木)

開場 18：30 開演 19：00
富山南高校 吹奏楽部

開場 18：30 開演 19：00
名古屋音楽大学 打楽コース

■文化庁文化芸術振興費補助金 ■劇場・音楽堂等機能強化推進事業■独立行政法人日本芸術文化振興会

8 月 26

仮面ライダービルドショー
①13：00～ ②16：00～
場所：文化村交流広場

日（日） 入場無料（一部有料）

飛騨市文化村サマーフェスティバル 2018

(雨天時：スピリットガーデンホール)
※時間は予定です。変更になる場合もございます

■文化庁文化芸術振興費補助金 ■劇場・音楽堂等機能強化推進事業
■独立行政法人日本芸術文化振興会

その他、獅子舞・和太鼓・ミニＳＬなどを開催予定！詳細は次回のチラシにて！

９月８日

※時間が変更になりました。ご注意下さい

（土）会場：小ホール 開場 10：45 開演 11：00

ランチタイムコンサート Vol.41 庄司恵子

チケット発売中 全席自由

ユーフォニアムコンサート

一般 1,000 円 ガーデンメイト 900 円 学生 500 円

■文化庁文化芸術振興費補助金

９月２９日（土）

■劇場・音楽堂等機能強化推進事業

開場１４：３０ 開演１５：００

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

■独立行政法人日本芸術文化振興会

ユーフォニアム
庄司 恵子

ピアノ
中村 純子

全席指定
ガーデンメイト 1,500 円
一
般 1,600 円
※未就学児入場不可

林 修 氏 文化講演会

演題 ：教え「育つ」教育を考える

１０月１５日（月）
ＤＲＵＭ ＴＡＯ

6,500 円
一 般
ガーデンメイト 6,000 円
高校生以下 3,800 円

チケット全席指定

開場 18：30 開演 19：00

※未就学児入場不可

２０１８年度 新作舞台 「ＲＨＹＴＨＭ of ＴＲＩＢＥ～時空旅行記～」

チケット発売日：一ガーデンメイト般

8 月 11 日（土）9：00～
8 月 12 日（日）9：00～

チケット発売時のお願い
・先行発売当日（8 月 11 日 土曜日）は会員カードが必要です。先着順となります。物等での場所取りは出来ません。
・ガーデンメイト会員カードをお持ちで無い方は列に並ぶことが出来ません。
・物等で場所を確保していると係員が判断した場合、場所を確保している物を撤去させていただきますので、ご了承ください。
・8 月 11 日（土）8：00 の時点で整列されている方の会員カードを係員にて確認致します。その後は整列時に確認させていただきます。
・更新されていないカードをお持ちの方、カードをお持ちでいない方は列より抜けていただきますので、ご注意ください。
・ガーデンメイト会員は朝 8：30 より専用窓口にて入会することが出来ます。入会後、列の最後尾に並んでいただく事が出来ます。
・チケットは 1 度に 2 枚まで購入可能です。（学生会員の方はご自身の 1 枚しか購入できません。ご注意ください）
・3 枚以上ご希望の方は 2 枚購入後、列の最後尾に再度お並び下さい。その場合も 1 度に 2 枚まで購入できます。(学生会員は不可)
・ガーデンメイト価格（6,000 円）はチケット 2 枚までとなります。3 枚目以降は一般価格（6,500 円）となります。
・ガーデンメイト発売日（8 月 11 日）は会員カード 1 枚で最大 4 枚まで購入可能です。
・会員カードはお 1 人様 1 枚まで有効です。お１人でカードを 2 枚以上お持ちになり、１度に 3 枚以上の購入は出来ません。
・5 枚以上チケットを希望される方は、8 月 12 日（日）以降の一般発売にてチケットを購入して下さい。
・ガーデンメイト発売日にてチケットが完売した場合、一般発売はありませんのでご注意ください。
・その他、係員が適当でないと判断させていただいた場合、購入をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

