ここで紹介している催しは、各催しの主催者様から、有料掲載のお申し込みを受け記載しています。より詳しい情報についてのご質問は各お問い合わせ先にてお尋ね下さい。
飛騨市文化交流センター事務局ではお応えしかねます。また、センター主催事業公演時にはホールホワイエでドリンクサービスを行なう場合もありますので、ご利用ください。

合唱コンクールが開催されます！
（土）
2/ 25
（日）
26

スピリットガーデン合唱コンクール

13：30開場 14：00開演
9：00開場 10：00開演

大ホール（2日通し券）一般 800円 主催
事業
コンクール参加者 500円

ますます輝く飛騨の芸能団体、ここに集結！

3/12（日）

2/25（土）
2017

2

3

主催
事業

今回の合唱コンクールの審査
員でもある、
東京混声合唱団の
正指揮者松原千振、
オペラ歌手
の水口聡、ピアニスト・作曲家
の大塚めぐみ。この方々がコン
クール1日目の夜、素晴しいコ
ンサートを開催されます。
松原
氏が所属する東京混声合唱団
は、
プロの音楽家による合唱団
であり、東京都では第一生命
ホールを、大阪ではいずみホー
ルを拠点に、年数回の定期演
奏会を含む年200回の演奏会
のほか、小学校・中学校での音
楽教育活動、各種CM・番組出
演、数年に1度の海外公演、合
唱曲の作曲委嘱、
その初演など、
様々な音楽活動を行い、
文化庁から日本を代表する芸
術団体に認定されています。
そして、
水口氏は飛騨市出身の世界の舞台で活躍するテノール歌手です。
もともとはバリ
トンとしてウィーン国立音楽 大学を教授全員一致での首席で卒業され、
ヨーロッパを中
心に活動していましたが、
テノールの直接的で明快な表現に魅かれ、
二年間の演奏活動
休止とトレーニングを経て、
1995年テノールに転向されました。
現在は大阪芸術大学院
で教授をされています。
大塚氏のピアノ演奏とともに力強い歌声をお聞きください。
主催：NPO ひだ文化村
お問い合せ先／ 0577-73-0180 （飛騨市文化交流センター）

出場団体：古川町民謡保存会、
芝の会、
松栄会、
飛越サウンド、
古川
民踊連盟、
神岡民
謡 保存会、
詠心蕗峰流吟声会、
神岡三曲
会 、
朗読
（花音色）
の会、
愛友会、
ほたるの会、
宮川伝統芸能保存会

ホルンのやわらかい音色を聴きに来てください

東京混声合唱団（指揮：松原千振）
水口聡（ピアノ：大塚めぐみ）

18：30開場 大ホール 一般 3,000円
19：00開演 全席指定 高校生以下 1,800円

飛騨市内全域からの芸能団体が集まり、
日頃の練習の成果を発表
します。ご近所の皆さんお誘い合わせのうえ、是非ご来場ください
ますようお願い申し上げます。

主催：飛騨市文化協会
お問合せ先 /0577-73-6820（飛騨市文化協会事務局）

主催：スピリットガーデン合唱コンクール実行委員会
お問合せ先 /0577-73-0180（飛騨市文化交流センター）

スピリットガーデンコンサート

貸館
事業

12：00開場 大ホール
12：30開演 入場無料

飛騨市文化交流センターは開館以来 10 年が過ぎ、この間スピリッ
トーガーデンホールでは、多くの方に感動をお届けしてまいりまし
た。
当館にとってとても関わりの深い武満徹氏がこの世を去られて
20 年。
武満徹氏が残された合唱曲にもスポットをあて、課題曲の１
曲とし、合唱コンクールを開催。
全国各地から応募があり、高いレベ
ルの合唱をお楽しみいただけます。

合唱コンクールの夜は…

第11回飛騨市芸能祭

3/26

13：30 開場
（日）14：00 開演

西條貴人

小ホール
全席自由

ホルンコンサート

一般 1,000円
ガーデンメイト

900円

主催
事業

西條氏は北海道旭川出身、東京芸術大
学卒業、在学中安宅賞受賞、第14回日
本菅打楽器コンクール及び第67回日本
音楽コンクール第一位、NHK-FMリサイ
タル及び名曲リサイタル出演、芸大オケ、
東響、シティフィル、東フィル、札響、九
響、都響、仙台フィルなどとソリストとし
て共演するなど、室内楽やソリストとし
ても活動しています。トッパン室内アン
サンブルや、東京メトロポリタンブラス
クィンテット、ジャパンホルンクィンテッ
トなどにてCDを多数リリース。ホルンを
窪田克己、守山 光三、故）千葉馨、松崎
裕、笠松長久の各氏に指事。現在東京都
交響楽団首席奏者、国立音楽大学、武
蔵野音楽大学、東京芸術大学、愛知県
立芸術大学各講師をされています。伴奏者は川瀬由紀子さん。北海道室蘭市出身。武蔵
野音楽大学卒業後、ウィーン国立大学冬季セミナー、リートイン
クライスサマーセミナーにて研鑚を積む。日本でも数少ないマ
ルチピアニスト。クラシックではソロの他、伴奏、アンサンブル
ピアニスト（弦楽器、管楽器、打楽器、声楽）として活動されて
おり、詩人、朗読、画家、舞踊家とのコラボレーションやポップ
ス、シャンソン、スタンダードジャズ、演歌、即興などもこなす等
その才能は、ピアノを通して多くの分野へ活動を広げていらっ
しゃいます。ご来場お待ちしております。
主催：NPO ひだ文化村
お問い合わせ／ 0577-73-0180（飛騨市文化交流センター）

平成 29 年度 NPO 法人ひだ文化村の活動に対し、ご賛助いただいている「法人賛助会員」の皆様

平成29年１月20日現在

橋本工業（株）、丸山税理士事務所、（税）飛騨会計事務所、（業）Ｈ.C 建設、（株）柳組、八ツ三館、古川ガス組合、加藤土木（株）、柏木工（株）古川工場、
（株）洞口、飛騨農業協同組合古川支店、（株）飛騨企画販売、（株）田近工務店、アルプス薬品工業（株）、飛騨古川スペランツァホテル、
（株）喜多村古川工場、
井之廣製菓舗、古川電気（株）、折長ダンボール（株）、
（有）重山酒店、蕪水亭、（株）古川商事、飛騨ともえホテル

2

3

２・３月の休館日／通常休館日：月曜日、祝祭日の翌平日

・13
（月）
・20
（月）
・27
（月）
２月 6（月）
・13
（月）
・21
（火・振替休館）
・27
（月）
３月 6（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。

2

18

飛騨市山・鉾・屋台連合フェスティバル 大ホール

【土】日中

2

25
26

主催：飛騨市教育委員会（0577-73-7496）

スピリットガーデン合唱コンクール

【土・日】日中

2

25

詳しくは、本誌の詳細情報をご覧下さい

スピリットガーデンコンサート

【土】夜間

3

12

第11回飛騨市芸能祭

大ホール

吉城高校学校吹奏楽部
19 第10回定期演奏会
19

25

3

26

【日】午前

3

大ホール他

主催：飛騨市役所

吉城高校演劇部

企画課（0577-73-6558）

春の自主公演
主催：吉城高校演劇部

小ホール
上嶋（0577-73-4555）

JAひだ女性古川支部 コーラスグループ 大ホール
25 グリーンハーモニー 20周年記念演奏会

【土】午後

3

小ホール

主催：ポコ・ア・ポコ 平 田（0 577-73-3448）

飛騨市広葉樹のまちづくり
20 シンポジウム

【土】午後

髙橋（0577-73-4555）

ポコ・ア・ポコ ホームコンサート

【月・祝】日中

3

大ホール

主催：吉城高校吹奏楽部

【日】午後

3

主催：JAひだ女性グリーンハーモニー（0577-73-5504）

Ｍusica ﬁore ピアノ発表会2017

小ホール

主催：Ｍusica ﬁore（0577-73-4152）

ランチタイムコンサートvol．
32

26 西條貴人ホルンコンサート

【日】午後

11月27日に「ディナータイムコンサート 森純一ファ
ゴットコンサート」が開催されました。森さんは下呂市
出身、日本各地で活躍されて いるファゴット奏者です。
ファゴットはあまりなじみの無い楽 器と思われる方も
いらっしゃるかも知れませんが、ドラえもんやサザエさ
んなど多くのアニメの 効 果音として使われています。
ファゴットの 優しくどこか懐かしい聞き覚えのある音
色が、会場に響き渡りすてきなコンサートになりました。プログラムも翼をください
や星に願いをなど、誰もが一度は聴いたことがある曲
や「君の名は。」のメドレーなど、飽きさせない選曲で
お客様にも満足していただけたと思います。とても落
ち着いて演奏されていた森さんですが、コーヒーは本
番前には調子が出ないので決して口にされないと優し
い笑 顔で話してくださいました。森さんの奏でるファ
ゴットの柔らかな音色…是非また聴かせていただきた
いです。

平成29年度ガーデンメイト新規会員受付開始
ホール友の会会員「ガーデンメイト」の平成 29 年度新規会員登録受付を 2 月 1 日より開始
します。「ガーデンメイト」には、チケットの先行購入や割引、イベント情報「文化村だより」
の郵送、カフェラウンジ響での割引などさまざまな特典があります。ただし、新規会員は平成
29 年 4 月以降のイベントに関してのみ特典が受けられます。是非この機会に登録されてはい
かがでしょうか。

■

小ホール

詳しくは、本誌の詳細情報をご覧下さい

※1月現在の情報になります。詳しくは主催者にお問い合わせください。

12月25日クリスマスの夜に「EQクリスマスジャズナ
イト」が開催されました。いつもと趣向を変えてホワイ
エでおつまみ片手にソフトドリンクを飲みながらジャズ
を楽しんでいただきました。迫 力がありレベルの高い
演奏の中に、クリスマスソングを2曲織り交ぜ、間には
楽しいＭＣもあり、思い出に残るクリスマスの夜が更け
て い き ました 。ＥＱのメ
ンバーは一人ひとりがライブを通じ、勉強して次に繋
げる工夫や努力をし、次回作への方向性や取り組みを
メンバーと話し合って決めていくそうです。打ち上げ
の席では、世界政治に関する話が中心となり、音楽の
話しは殆ど無く？？？な雰囲気ではありましたが、最
後には僕たちが日本のジャズを変えてやるんだ!自信
があります!!というプロの凄みを感じました。
1月9日には2017年初のランチタイムコンサート「栃
本三津子ヴァイオリンコンサート」が開催されました。
栃 本 さんは高山ヴィルトーゾオー ケストラの中心メン
バーとして、毎回コンサートに参加し、その他各方面で
幅広く活躍中です。演奏する姿がとてもお美しく、お客
様を魅了していました。ヨハン・シュトラウスの春の声
や宮城道雄の春の海など、新春らしいプログラムで、途
中 栃 本さんの詳しい 説明などもあり素 晴らしいコンサートでした。お客 様 のアン
ケートにも「耳に馴染みのある曲目になっていて、本
当に新しい 年が 明けた思いが、満 喫できて幸 せでし
た」「心癒されました。明日からの糧になります」「鳥
肌がたちました」「胸一杯幸 せをもって帰ります」な
ど感動の声が多く聞かれました。次回ランチタイムコ
ンサートは、3月26日（日）西條貴人ホルンコンサート
を予定しております。ご来場お待ちしております。

ガーデンメイト 特典
★ チケットの先行入手

チケットに関する特典は、飛騨市
文 化 交 流 センター 指 定 管 理 者
NPO 法人ひだ文化村が指定する
催しに限って適応されます。催し
によっては、枚数が限定されたり
適応除外される場合もありますの
で、ご了承ください。

★ チケットの割引購入
★ チケットの電話予約
★ イベント情報の郵送
★ カフェラウンジ響での割引
■

入会金・年度会費

★ 入会金 ￥1,000

★ 年度会費 ￥2,000

※飛騨市文化交流センター窓口で登録申込書に必要事項を記入のうえ、入会
金と年度会費を納めていただけば手続き完了、遠方の方に関しては FAX で
の申込みも受付可能。

★ 学生
（小・中・高）会員は在学期間中は年度会費なし!!

詳しくは、本誌の詳細情報をご覧下さい

【日】午後

3

大ホール

詳しくは、本誌の詳細情報をご覧下さい

【土】午後

3

大ホール

今 年の三箇日も雪がなく穏やかな天気が続きました。そんな中、当館で「市民み
んなで成人者を祝おう！」をテーマに飛騨市成人式が行われました。市民の方は、ど
なたでも式典に参加いただけるという初めての試みで、ご両親はもちろん、孫の晴
れ姿を見たいと祖父母の方も多く来場され、例年以上に賑やかであたたかい雰囲気
が感じられた式典でした。
新しい時代を築く新成人の皆様のご多幸とご活躍をお祈り申し上げます。

※在学を証明する物を提示のうえ、入会金 1,000 円で手続完了。ただし、
イベント情報の郵送サービスはありません。ご購入いただけるチケットは
1 枚のみとなります。

■

NPO 法人ひだ文化村の会員も募集しております

● 正会員／入会金￥1,000・年度会費￥5,000

催しを「企画・運営」するのが正会員。ガーデンメイト会員権ももれなく付いています。

● ボランティアスタッフ／入会金・年度会費

なし

催しの時に受付・会場・楽屋などでサポートするのがボランティアスタッフ。

● 賛助（法人・団体・個人）会員

NPO 法人ひだ文化村の活動を影で支えていてくれるのが賛助会員

1月20日現在
発売中

2

19

日

マギー司郎
マジック＆トークショー

こくふ交流センター
開演 13:30

入場料：大人 1,000円 18才以下 500円 ／ 問合せ先：国府町まちづくり協議会

発売中

2

25

土

0577-72-4480
大ホール
開演14:00

スピリットガーデンコンサート

入場料：一般 3,000円 18才以下 1,800円 ／ 問合せ先：飛騨市文化交流センター TEL0577-73-0180

発売中

2

25
26

入場料：2日通し券

発売中

3

土
日

スピリットガーデン合唱コンサート

800円 ／ 問合せ先：飛騨市文化交流センター

月
・
20 祝

第12回 高山ヴィルトーゾ
オーケストラコンサート

大ホール

25日開演15:00
26日開演 9:00

TEL0577-73-0180

飛騨・世界生活
文化センター

開演14:00
入場料：一般 3,000円 学生 2,000円 ／ 問合せ先：飛騨・世界生活文化センター TEL0577-37-6111

※チケット購入時に、飛騨市古川町商工会商品券および満点カードがご利用できます。

