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市では、“あらゆる世代の人が豊な心を育んでいるまち”を目指し、

市民の皆様が質の高い文化芸術に触れる機会を設けるため、年間を通して

ホール公演事業を主催しています。 

 

この度、平成３１年度のすべてのホール公演事業やロビーコンサートなどを

掲載した 

「平成３１年度 豊川市イベントインフォメーション」 

を作成いたしましたので、ご査収いただくと共に、今後の広報等へのご理解、

ご協力を賜りますようお願いいたします。 

なお、当該インフォメーションは、５月１日に発行する広報とよかわ

vol.1750に折り込み、市内各戸に配布いたします。 

 

 

≪平成３１年度の特徴≫ 

◎ 大ホール公演は清水ミチコ 

  文化会館大ホールで実施する今年度の目玉となる大ホール公演は、「清水

ミチコ トーク＆ライブ」です。多数のテレビ出演など、大活躍中のものま

ねタレント清水ミチコさんによるトークを織り交ぜたエンターテイメントシ

ョーです。 

◎ レクチャー的要素を含んだ２公演と同じジャンルの本格的ホール公演 

  昨年度に引き続き、クラシックとジャズについて、少し興味はあるもの

の、ハードルが高いと感じているような方々を対象として、手ごろな入場料

で鑑賞でき、曲の背景や歴史、楽しみ方などのレクチャーと生演奏をホール

よりも狭い空間で間近で楽しんでいただく公演を２つ用意しています。 

今年度も様々なジャンルの公演が♪ 
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 ・ 6/２４(月) クラシック入門レクチャーコンサート 

(文化会館大ﾎｰﾙ舞台上) 

 ・ 6/29 日(金) Friday Special Jazz night (文化会館大ホールホワイエ) 

 また、これら２つの公演でクラシック、ジャズに慣れていただいた方々に、

本格的なホールでのトップクラスの公演を鑑賞していただきたいと思い、２つ

の公演を予定しています。 

 ・ １/１９(日) 川畠成道(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)＆須関裕子(ﾋﾟｱﾉ)ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ 

 ・ ２/２(日) 山下洋輔ジャズコンサート～室内楽団八向山～ 

   (いずれも小坂井文化会館) 

 ※ ６月のレクチャー公演のチケット半券をお持ちの方は、上記の一般チケ

ットが１，０００円お得になります(クラシックはクラシックのチケッ

ト、ジャズはジャズのチケットが割引対象です。)。 

◎ 名古屋小劇場界最大の動員数を誇る劇団あおきりみかんが満を持して豊川に 

  主宰の鹿目由紀さんが８月から２年間劇団を離れることになる、その直前

に豊川のために新作を書いていただきます。 

◎ 市民参加の朗読劇は「海軍工廠」がテーマ 

  2018年、第２１回日本自費出版文化賞小説部門賞を受賞した「ハイネさ

ん～豊川海軍工廠をめぐる４つの物語」(住田真理子氏著)を深作健太さんの

構成・演出で朗読劇に仕上げました。当日は、”被爆ピアノ”を使ったロビ

ーコンサート(無料)も開催いたします。 

◎ 伝統芸能が充実 

  講談界の人間国宝一龍齋貞水さん、怪談噺を聞きたい落語家第一位柳家喬

太郎さん、美人琵琶師として有名な琵琶語り№1坂田美子さんでお贈りする

「真夏の夜の怪談噺」、前半は体験とレクチャーの歌舞伎公演「棒しばり」、

豊川市出身の噺家「三遊亭萬橘 独演会」、若手アーティストを応援する

「若い翼コンサート」は、地元御津高校に通う森下智彬くんによる「津軽三

味線コンサート」。 

◎ 親子向けも充実 

  地元愛知県の実演団体による公演やスペインのカンパニーによる公演、豊

川では初となる２歳未満のお子様を対象とした“ベイビーシアター”など、

様々な親子向けの公演を開催いたします。 

◎ お得なチケット販売 

 ・ チケット割 

   様々なジャンルを幅広く観ていただきたいと思い、昨年度に引き続き、

実施いたします。チケットか半券が他の公演の一般チケット(2,000円以上)

を購入する際に５００円分の割引券になるものです。 

 ・ Facebook 割(新規) 
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【お問合せ先】 

豊川市役所 市民部 文化振興課（文化会館）小原 

TEL:0533-84-8411 Eメール：bunka@city.toyokawa.lg.jp 

   SNSでの拡散を狙い、また、若い世代にも関心を持ってもらおうと考え

実施いたします。文化会館 Facebookの公演に係る投稿をシェアし、画面

を提示していただくと、チケットが３００円お得になります。 

 ・ サポーター登録制度(新規) 

   豊川市主催事業の応援をしていただきたいと考え、実施いたします。無

料で登録していただいたサポーターにチラシ１５部をお友達やご近所に配

布していただき、PRの手助けをいただくものです。特典として４公演分の

招待チケットを贈呈します。 

 ・ その他各種セット、ペアなど 

   その他にもお得なセット券やペアチケットなど様々な割引サービスをご

用意し、より多くの方にご鑑賞いただきたいと考えています。 
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MARIMO

初めての芸術体験のモ
チーフに選んだのは「マ

リモ」。

うりんこ劇場がもっとも
小さな観客に贈る舞台

。

6.24月  19：00開演  〈文化会館大ホール舞台上〉
少し堅苦しいイメージがあるクラシックコンサート。スポーツ観戦と同じよう
に、ほんの少しのルールと「お楽しみポイント」を知るだけで、クラシックが一
生の娯楽になります。曲の背景や作曲家のこと、演奏者や舞台裏のことも
楽しくお話ししながら演奏していきます。
客席は、奏者と同じ舞台上に設置された特別席です！
出演者●Cool Mens La［平光真彌（ヴァイオリン）、新谷歌（ヴィオラ）、
酒井敬彰（コントラバス）、五島史誉（ピアノ）］
入場料●1,000円　前売発売日●4月14日日

クラシック入門
レクチャーコンサート

6.28金  
19：00開演

 〈文化会館大ホールホワイエ〉
ジャズに興味はあるのだが、何を聴いたら良いか分からない、ジャズバーは敷居
が高い、といった方々へ、実際にジャズの生演奏を聴いてもらいながら、ジャズの
楽しみ方をレクチャー。これで、あなたもジャズバーでジャズをお洒落に楽しめる♪
会場では、ｱﾙｺｰﾙ以外の飲み物の持ち込みができます。

出演者●The Swingcrafts［浅井翔太（ドラム）、佐藤莉佳（サックス）、西山
友望（トロンボーン）、平光広太郎（ピアノ）、梶祥太郎（ベース）、成瀬明（ギター）］
入場料●1,000円　前売発売日●4月14日日

Ｆｒｉｄａｙ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｊａｚｚ ｎｉｇｈｔ
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1.19日  14：00開演〈フロイデンホール〉
世界的ヴァイオリニスト･川畠成道と、2017年「若い翼」コンサートに
出演し今回2度目の登場となるピアニスト･須関裕子が贈る名曲の
数々。皆さまを彩豊かなクラシック音楽の世界へ誘います。

出演者●川畠成道（ヴァイオリン）、須関裕子（ピアノ）　
入場料●一般３，０００円／２４歳以下１，０００円
 一般ペア４，５００円／一般トリプル６，５００円
前売発売日●11月17日日

出演者●八向山［山下洋輔(ピアノ)、向井滋春(トロンボーン)、八尋知洋(パーカッション)］
入場料●一般4，０００円／２４歳以下１，０００円
　　　　一般ペア6，0００円／一般トリプル9，0００円　前売発売日●11月24日日

川畠成道＆須関裕子ジョイントコンサート

2.2日  14：00開演〈フロイデンホール〉
日本のジャズ・シーンを代表する山下洋輔、向井滋春、八尋知洋の3
名により結成されたスペシャルユニット「室内楽団八向山」。ピアノ・トロ
ンボーン・パーカッションという、ベースレス、ドラムレスのユニークな楽器
編成による、アコースティックでスペース感溢れる「ジャズの室内楽」。
ジャズの概念にとらわれない新感覚の演奏をお届けします。

山下洋輔ジャズコンサート～室内楽団八向山～

9.8日  15：00開演〈ハートフルホール〉
敷居が高いと思われる「歌舞伎」ですが、実は日本が生んだ娯
楽の原点で、誰もが楽しめるもの。第一部では体験とレクチャー
で歌舞伎について分かりやすく説明し、第二部では、狂言を元に
した短い演目「棒しばり」を上演。平成17年には世界文化遺産に
も認定された日本の代表的文化に触れ、大いに笑ってください。

出演者●未定　入場料●一般２，０００円／中学生以下８００円
一般ペア３，０００円／親子ペア２，５００円　前売発売日●6月30日日

歌舞伎公演「棒しばり」

9.20金  18：30開演〈ハートフルホール〉
日本の古典芸能である講談、落語、琵琶語り、それぞれの実力者によ
る怪談噺。講談界の人間国宝一龍齋貞水、怪談噺を聞きたい落語家
第一位柳家喬太郎、美人琵琶師として有名な琵琶語り№1坂田美子
が、異なる作品を三者三様に語ります。豪華キャストでお贈りする格調
高い怪談噺を、ゾクゾクしながらお楽しみください。

出演者●一龍齋貞水、柳家喬太郎、坂田美子
入場料●一般３，５００円／24歳以下１，０００円　前売発売日●7月１4日日

真夏の夜の怪談噺
伝
統
芸
能

10.13日  15：00開演〈フロイデンホール〉
毎年の恒例となっている豊川市出身の三遊亭萬橘師匠の独演会。東京
でも大人気の師匠の何とも言えないゆる～い雰囲気にお客様も笑顔にな
ること間違いなし！今年度は、小坂井文化会館で初開催！

出演者●三遊亭萬橘　
入場料●一般２，５００円／24歳以下１，０００円／一般ペア３，５００円　
前売発売日●８月１8日日

三遊亭萬橘独演会

3.29日  14：00開演〈ハートフルホール〉
2017年、津軽三味線三絃士の公演のゲストとして出演した森下智彬。
いよいよ単独公演開催です。
豊川市在住、豊橋市に本部を置く『津軽三味線雅會』会主、中野貴康に師
事しながら、 2018年7月に行われた第12回全日本津軽三味線競技会高校
生以下の部を始めとする全国大会に4度優勝している実力派。「津軽じょん
から節」を始めとした定番曲に加え、オリジナル曲も披露します。

出演者●森下智彬、津軽三味線雅會　前売発売日●1月１２日日
入場料●一般１，０００円／中学生以下５００円

若い翼コンサートVol.9
森下智彬　津軽三味線コンサート

7.21日  14：00開演〈ハートフルホール〉
毎年恒例となっている豊川市の夏の風物詩、BIRTH☆ファミリーコンサー
ト。様 な々打楽器の演奏に思わず体も動き出す、お客様も一緒に楽しめるコ
ンサート。小学生対象の打楽器ワークショップに加え、昨年に引き続き、大人
向けカホンワークショップも実施します。
コンサートでは、ワークショップ参加者とBIRTHのコラボレーションもあります。
演奏予定曲

▲

ＷＡＲＡＢＩＭＯＣＨＩ2019 他
出演者●BIRTH［中村新、間野英里、ギヨルギエウ美郷、大野千尋、内田一晟］　
入場料●一般１，５００円／中学生以下５００円　前売発売日●5月19日日

BIRTH☆ファミリーコンサート

8.15木  〈文化会館大ホール舞台上〉
「Ｌｏｏ」は舞台と客席が一体化した作品です。船の甲板をイメージし
た舞台セットに入った瞬間、こどもだけでなく大人もワクワク、ドキドキ！！
地中海の熱い風、広がる海原、そして波を乗り越えて進む船、嵐…。
ノンバーバル（言葉のない）作品だからこそ無限の創造力が広がり
ます。冒険心あふれる、夏にぴったりの作品。
愛知県芸術劇場と共同で開催するファミリープログラムです。
出演者●ＰＯＮＴＥＮ ＰＩＥ（バレンシア／スペイン）　前売発売日●6月16日日
入場料●一般１，５００円／中学生以下８００円／親子ペア２，０００円

演出●Jacky E.Chang　出演者●劇団うりんこ
入場料●一組500円（2歳未満の子ども1人とその家族1人）　前売発売日●8月11日日

出演者●堀江裕介（サックス）、河合佑里奈（サックス）、磯貝充希（サックス）、川合諒（サックス）
入場料●一般１，０００円／中学生以下５００円　前売発売日●9月15日日

愛知県芸術劇場ファミリープログラム
Loo（ルー）

8.18日  14：00開演〈ハートフルホール〉
愛児協加盟団体による体験型ワークショップ公演。プロの俳優、人形
遣い、クラウン（道化師）とともに、魔法学校の卒業式に参加しよう！
観て・動いて・考える体験型シアター！
君は無事に卒業試験をクリアして、魔法学校を卒業できるのか!?
きっと忘れられない夏休みの大切な思い出の1ページになるはず！
出演者●愛知児童・青少年舞台芸術協会加盟団体 他　
入場料●卒業試験(ワークショップ)付き入場券１，０００円／入場券●５００円　
前売発売日●6月23日日

2019ジョイントフェスティバル
魔法学校へようこそ

9.11水.12木 
2歳未満の子どもとその親を対象としたベイビーシアター。
ベイビーシアターは子どもが参加することで成立する「体験
の芸術」と言われています。非日常の舞台空間の中では、
家では体験できないたくさんの驚きと発見、そして感動があ
ります。どうぞお子さんと一緒に、暖かでイマジネーションが
広がる時間を過ごしに来てください。

2019ジョイントフェスティバル
MARIMO

10.27日  14：00開演〈一宮生涯学習会館〉
ヘルメ・ハイネ作の絵本を、愛知を代表する児童劇団・劇団うりんこが
舞台化。”きみ”の中にいる三人のお友達”あたまはかせ”、”ハートおば
さん”、”いぶくろおじさん”。泣いた日、笑った日、誰かを好きになった
日。。。そんなときは、いつもこの三人が”きみ”の中で働いている。少し
の間、”きみ”の中に目を向けてみよう。
出演者●劇団うりんこ　
入場料●一般１，５００円／中学生以下８００円／親子ペア２，０００円　
前売発売日●6月１6日日

劇団うりんこ
きみがしらないひみつの三人

12.8日  14：00開演〈ウィンディアホール〉
世界中の演劇祭から招聘される大人気のフィジカルコメディシアター。
首のない紳士をはじめ、奇想天外なキャラクターたちが繰り広げるダイ
ナミックなパフォーマンスには、思わず感嘆してしまう！パントマイム、アクロ
バット、演劇、ダンス、マジック、オブジェを融合させた、おもちゃ箱をひっく
り返したような賑やかなステージです。
出演者●to R mansion
入場料●一般１，８００円／中学生以下８００円／親子ペア２，３００円　
前売発売日●9月22日日

THE SHOW

11.2土
赤ちゃんや、小さなお子さまと本格的なクラシックの
音楽を楽しみましょう！
サックス、ピアノとお話を交えてお送りします。
ベビーカーに乗ったまま入場、カーペットに座ってくつ
ろぎながらお聴きください。

０歳からの本格クラシック

3.1日  15：00開演〈文化会館大ホール〉
多数のテレビ出演など、大活躍中のものまねタレント清水ミチコが豊川
市にやってくる。独特で多彩なモノマネ、ピアノネタ、音楽パロディの
数々。トークを織り交ぜたものまねエンターテイメントショーをお楽しみく
ださい！

出演者●清水ミチコ　
入場料●一般３，５００円／２４歳以下１，０００円　
前売発売日●10月20日日

清水ミチコ　トーク＆ライブ

11.17日  14：00開演〈フロイデンホール〉
2017年に知立市・扶桑町での愛知公演が話題を呼んだサクソフォン四重奏団
Adamが帰ってくる！
ハイレベルな演奏と楽しいトークで、誰もが笑顔になれるひとときをお届けします。
モーツァルト国際室内楽コンクール2015にて、サクソフォン・カルテットとして初の
第1位を受賞した実力派サクソフォン四重奏団Adam。コンサート全体がショー
のように感じるパフォーマンスとトークをお楽しみください！

出演者●Adam（山下友教、田口雄太、野原朝宇、奥野祐樹）　前売発売日●9月22日日
入場料●一般１，５００円／中学生以下８００円／親子ペア２，０００円

Adamのサックス・パーティ♪

ⒸJimmy & Dena KatzⒸJimmy & Dena Katz

Ⓒ井村重人Ⓒ井村重人

以前の公演以前の公演

ⒸMasataka IshidaⒸMasataka Ishida

8.3土  開演時間未定　　　　　〈ハートフルホール〉
名古屋小演劇界で最大の動員数を誇る劇団あおきりみかんがつ
いに豊川に！
舞台版『おそ松さん』の脚本やテレビドラマの脚本、演出などを手
掛ける主宰の鹿目由紀(かのめ ゆき)さんが新作を手掛けて上演し
ます！キーワードは『郷愁』。終演後のアフタートークなども計画中。詳
細は、後日、広報、チラシ、ホームページ等でお知らせいたします。
作・演出●鹿目由紀　　出演者●劇団あおきりみかん　前売発売日●5月26日日
入場料●一般２，５００円／24歳以下１，０００円／一般ペア３，５００円／一般トリプル５，５００円

劇団あおきりみかん豊川公演
8.24土  
2018年、第２１回日本自費出版文化賞小説部門賞を受賞した「ハイネさん～豊川海軍工廠
をめぐる４つの物語」（住田真理子著）を深作健太の構成・演出で朗読劇に仕上げました。
地元市民からオーディションで選ばれた出演者がピアノの音色に乗せてお届けします。当日
は、”被爆ピアノ”を使ったコンサート（無料）を13時よりロビーで開催します。
原作●住田真理子　構成・演出●深作健太　出演者●市民公募で選ばれた市民のみなさん
入場料●一般１，５００円／２４歳以下１，０００円／一般ペア２，０００円　前売発売日●5月26日日

市民朗読劇
「ハイネさん～豊川海軍工廠をめぐる物語～」より

2.15土  開演時間未定〈文化会館中ホール〉
俳優・タレントとして幅広い活躍をしている石井正則による朗読舞台です。
朗読会でありながら音楽・歌を織り交ぜての今までになかったコンサート形
式を含んだ朗読舞台。
宝くじの助成により開催する公演です。

出演者●石井正則 他　
入場料●未定　前売発売日●未定

支配人●タナ・ターナー（棚川寛子）　出演者●「三びきのやぎのがらがらどん」：永井健二、三島景太、
吉見亮　「土神と狐」：本多麻紀、森山冬子、若宮羊市　入場料●未定　前売発売日●未定

宝くじ公演事業
石井正則～Sound of Story～ 朗読と音楽で綴るコンサート

7.6土.7日 
 開演時間未定

12.14土.15日 
 開演時間未定

トランク一つでどこでも劇場に！ホールから外に飛び出します！！
日常空間が３人の俳優達によって劇場へと変貌する。 歌や演奏、工夫がいっぱい
の小道具。そして俳優の溢れるエネルギーが物語に命を吹き込みます。 新しい発見や、懐かしい感覚との再会をお楽し
みください。 帰り道の足どりが、来た時と少し違ってしまう・・・ そんな素敵なお話がテーブルシアターでお待ちしています。

テーブルシアター
「三びきのやぎのがらがらどん」「土神と狐」

写真：伊藤華織写真：伊藤華織

第10回 東三河演劇フェスティバル
〈ウィンディアホール〉

詳細未定

お楽しみがたくさん！
8.20火～23金
わーいわーいウィーク

8.10土・11日
『今さら』劇団部

〈ハートフルホール〉

脚本・演出●天野まり　出演者●劇団M.M.C豊橋支部
の子どもたち、市民公募の皆さん　入場料●一般２，５００円

8.31土１８:００開演　9.1日１3:００開演
劇団M.M.Cミュージカル『ＡＬＩＣＥ』

〈御津生涯学習会館〉
9.21土.22日 詳細未定陽炎座

お得なチケット販売！
【ペア・トリプル割引】
公演によっては、２枚以上買ったほうがお得になるかも!?　入場料の欄に
「ペア」や「トリプル」と記載のある公演が対象です。
一般ペア（トリプル）→一般のチケット2枚（3枚）
親子ペア→一般のチケット1枚と中学生以下のチケット1枚
【セット券】
●親子で舞台セットA【Loo+きみがしらないひみつの三人】
　一般＋中学生以下　各１枚ずつ計４枚で3,800円（800円割引）
●親子で舞台セットB【Adamのサックス・パーティ♪+THE SHOW】
　一般＋中学生以下　各１枚ずつ計４枚で4,100円（800円割引）

詳しくは豊川市文化会館（TEL 0533－84－8411）にお問い合わせください。

親子で観劇するにはこれ！

【半券チケット割引】
31年度の豊川市ホール公演事業のチケット（半券）を他の公演チ
ケット購入時に提示で、500円割引します。
（この面に掲載されている2,000円以上の公演[一般のみ]が対象）
【Facebook割】
豊川市文化会館のFacebookの該当公演の記事をフォローすると、
その画面の提示で、一般チケットを300円割引します。
【サポーター登録】
豊川市主催事業を応援してくださる方を募集します。登録した方に
は特典があります。

〈ウィンディアホール〉
①11：00開演
②15：0０開演

①11:00開演　②14:00開演

①11:00開演　
②14:30開演

8.25日  
③11：00開演
④15：0０開演

〈会場未定〉

〈ウィンディアホール〉
両日とも 11：00開演

〈ウィンディアホール〉
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【演奏予定曲】Stomp
 Oh Happy Day
【出　演　者】Gospel-M
 まきえいこ（ディレクター）
【前売発売日】11月17日日

【演奏予定曲】音楽物語「ペール・ギュント」
 ヴァイオリン協奏曲「春」
【出　演　者】toi toy tone　トイ トイ トーン
 平康悦子（ソプラノ）
 鈴木絢（ヴァイオリン）
 長坂由紀（ピアノ）
【前売発売日】1月12日日

〈第133回〉 1.16木 19：00～
ゴスペル甲子園優勝!!
Gospel-M凱旋スペシャルライブ
「ゴスペルってこんなに楽しい!!」

〈第134回〉 3.19木 19：00～

ロビーコンサートなど Lobby Concert etc

おとはね! 
エポックをつくる!

【演奏予定曲】かぐや姫ナンバー他
【出　演　者】中村章博
 小原三恵子
 河村泰希
 門谷知卓
【前売発売日】発売中

〈第209回〉 5.18土 14：00～

草原の二胡

ベンチャーズ トーンチャイムコンサート
～トーンチャイムの音色で楽しむクリスマス～

【演奏予定曲】戦馬
 草原新牧民
【出　演　者】松野知子（二胡）
 太田弘美（二胡）
 松野宏美（ピアノ）
 嬉嬉（楊琴）
【前売発売日】5月18日土

〈第210回〉 6.15土 14：00～

【演奏予定曲】椰子の実
 落葉松
 私の名はミミ
【出　演　者】大須賀園枝（ソプラノ）
 飯室裕太（ピアノ）
【前売発売日】発売中

〈第128回〉 5.16木 19：00～
真夏の夜の
フォルクローレ
～オカリナとピアノの響き～

懐かしく優しい
愛のうた

～初夏の爽やかな夜に～

【演奏予定曲】コンドルは飛んでゆく
 花祭り
 灰色の瞳
【出　演　者】鈴木明（オカリナ）
 前川幹子（ピアノ）
【前売発売日】5月12日日

〈第129回〉 7.18木 19：00～

【演奏予定曲】亡き王女のためのパヴァーヌ
 チャルダッシュ
【出　演　者】Smile Mallets
 伊藤共子（マリンバ）
 手嶋莉子（マリンバ）
 戸田陽子（ピアノ）
【前売発売日】7月14日日

〈第131回〉 9.19木 19：00～

津軽三味線の響き
～Standard Songs～

クラシックファンタジーvol.3
～お話と音楽の世界～

マリンバの音色を
美しい音楽に乗せて

【演奏予定曲】津軽じょんがら節
 リベルタンゴ
 千本櫻
【出　演　者】馬場淳史（津軽三味線）
 牧哲也（ピアノ）
 響会員（津軽三味線）
【前売発売日】9月15日日

〈第132回〉 11.21木 19：00～

【出　演　者】中江勝（バンドネオン）
 水野慎太郎（タンゴヴァイオリン）
 丹治清貴（コントラバス）
【前売発売日】発売中

〈第384回〉 4.11木 14：00～

タンゴの世界
～タンゴに身を委ねてみましょう～

【出　演　者】平光広太郎（ピアノ）
 出宮寛之（ベース）
 浅井翔太（ドラムス）
【前売発売日】発売中

【出　演　者】音弥（三味線）
 竹田江梨子（ピアノ）
【前売発売日】発売中

サマージャズライブ
～ジャズの名曲をあなたに～

【出　演　者】白井康博（リュート・ギター）
 田中伸代（リコーダー、ヴィオラ・

ダ･ガンバ）
 小玉宏（チェンバロ）
【前売発売日】発売中

中世～バロックの音楽
～バッハ以前の音楽を楽しむ～

〈第385回〉 6.13木 14：00～

〈第386回〉 8.8木 19：00～

【出　演　者】グルーポ サヤ アンデス
【前売発売日】発売中

【出　演　者】Famille
 北村真理（ボーカル・ピアノ）
 中村司（ボーカル・ギター）
【前売発売日】発売中

フォルクローレへの誘い
～アンデスの風に吹かれて～

〈第387回〉 10.10木 14：00～

〈第388回〉 12.12木 14：00～

三味線とピアノの
コンサート

～懐かしの調べから現代曲まで～

ピアノ＆ギター弾き語り
コンサート

～一緒に歌って寒さを吹きとばそう！～

〈第389回〉 2.13木 14：00～

座　陽水
～センチメンタルな『もどり道』～

童謡と
映画音楽のひととき

【演奏予定曲】夏まつり
 人生が二度あれば
 夢の中へ
【出　演　者】yamato〈外山雅也〉 

（弾き語り）
【前売発売日】5月18日土

〈第211回〉 7.20土 14：00～

【演奏予定曲】里の秋
 ムーンリバー
 アルハンブラの思い出
【出　演　者】アンサンブルダムール
 （米津由基、吉川稔、鶴田

和男）
 デュオNG
 （遠藤美和子、米津由基）
【前売発売日】7月20日土

〈第212回〉 10.19土 14：00～

【演奏予定曲】未定
【出　演　者】４９１（フォー・ナイン・エース）
【前売発売日】10月19日土

【演奏予定曲】ホワイトクリスマス
 見上げてごらん夜の星を
 新美南吉作「手ぶくろを買

いに」朗読
【出　演　者】RAKUDAチャイムクワイア
 石川恵美子（朗読）
【前売発売日】11月16日土

〈第213回〉 11.16土 14：00～ 〈第214回〉12.21土 14：00～

せせらぎたいむ あったか
ハートの
コンサート

ハートフルホールウィンディアホール

※2月15日土も開催します。

川のせせらぎとともに音楽とふれあう
ロビーコンサート

平日の夜にほっと一息、心なごむ
ロビーコンサート

出演者●千住真理子、N響メンバー
入場料●S席5,000円／A席4,000円／A席学生（小・中・高）2,000円

前売発売日●発売中  
 　  ※未就学児の入場はご遠慮ください

出演者●南こうせつ
入場料●S席6,500円／A席5,500円

前売発売日●7月20日土
 　  ※未就学児の入場はご遠慮ください

指導者●栗林純子、森尚子
参加料●一般3,000円／小中学生１，５００円
申込み●6月6日水から受付（定員各８０名）

第23回
桜ヶ丘ミュージアム美術展
【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】無料

千住真理子＆N響のメンバーによるアンサンブル

さわやか
音楽会

平成31年度  展示事業のご案内フロイデンホール

フロイデンホール
【会場】豊川市文化会館（大ホール）
【お問合せ先】0533‐89‐7082（豊川文化協会）

（公社）豊川文化協会 主催の催し ●豊川文化協会  ●豊川市文化会館
●御津・小坂井・音羽各文化会館 
●ほの国百貨店  ●蒲郡市民会館
●ピアゴ新城店サービスカウンター
●チケットぴあ 他

チ
ケ
ッ
ト

発
売
場
所〈第25回〉

栗林純子・森尚子の
音楽セミナー

〈小中学生の部〉14：00～
〈一般の部〉18：30～

毎年好評の音楽セミナーです。
合唱の素晴らしさを是非ご体
験ください。

地域密着型の市内で長寿No.1の
ロビーコンサート

6.29土 14：00開演

南こうせつコンサートツアー ～いつも歌があった～10.19土 16：30開演

出演者●未定
入場料●S席4,500円／A席3,500円

前売発売日●11月9日土
 　  ※未就学児の入場はご遠慮ください

新春お笑い寄席2020.1.26日 11：00／ 14：30開演

6.21金▶6.30日

第34回
風景の会絵画展

愛知を描く
～平成の残したい風景～

【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】無料

10.8火▶10.20日

【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】無料

三河ではじめての中学校
宝飯中学校

12.7土▶2020.1.26日

【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】無料

現代美術in豊川
series5

未来への回路

12.14土▶2020.1.19日

郷土作家
竹本鉄夫展

【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】無料

8.3土▶8.25日

島田卓二、
黒田清輝とその周辺

【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】有料

8.16金▶9.22日

豊川海軍工廠展
【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】無料

7.20土▶9.1日

豊川市
桜ヶ丘
ミュージアム

7.23火▶25木
※内容に関するお問い合わせは、豊川市文化会館までお願いいたします。

※各公演の詳細につきましては、チケット発売前に配布するポスター、チラシでお知らせいたします。※本紙がお手元に届く前に前売券が完売または事業が終了している場合があります。

◉演奏予定曲・出演者等予定表の内容
は変更になる場合があります。予めご了
承ください。

◉市の施設では朝9：00からチケットを発
売します。

◉前売券が完売した場合、当日券の販売
はありません。

◉24歳以下チケット（U24）で入場される
方は公演当日、年齢確認のできるもの
を必ずご提示ください。（学生証、免許
証など）

【休館日】月曜日・整理休館（5月7日～5月12日）・
　　　　年末年始（12月29日～1月3日）

【前期】写真の部
【中期】書道、陶芸の部
【後期】絵画・彫刻の部

第55回 豊川市民展

【観覧時間】9：00～17：00
【入  場  料】無料

2020.2.25火▶3.15日

ⒸLucas Beck

※8月21日水14:00～　第130回は、親子向けの夏休み特別企画を開催する予定です。


