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12月の休館日
2�・3�・16�・23�・29�〜31�

42452

2020年3月7日 �
17:30開演（16:45開場）

全席指定　7,000円

主催：テレビ愛知／東海ラジオ／（公財）四日市市文化まちづくり財団／ジェイルハウス　後援：ソニー・ミュージックレーベルズ　企画・制作：グラシアス

※就学児童はチケットが必要。未就学児は保護者 1名につき 1名のみひざ上鑑賞可能、お席が必要な場合はチケットが必要。

ゴスペラーズ坂ツアー
2019～ 2020 “G25”

ゴスペラーズのメジャーデビュー25周年を記念した
全都道府県ツアーにて、四日市公演が決定！

一般販売開始
11月30日 �



四日市市文化会館・主催事業

Event Information

お問い合わせ
（公財）四日市市文化まちづくり財団 文化振興グループ

TEL: 059-354-4501
https://yonbun.com/

マークの説明　 …車いす席あり。文化会館窓口にて販売。 …おもいやりシートあり。文化会館窓口にて販売。 …同時解説イヤホンガイド実施。

市民先行抽選
12月11日（水）10:00～23:59　ぴあ特電 TEL 0570-02-9522
※市内の固定電話のみ受付　※一部の固定電話及び携帯電話不可　※一回線につき、一申込 4枚まで
※抽選結果は、12月13日（金）10:00～23:59　ぴあ特電 TEL 0570-02-9522にてご確認ください
※抽選結果照会には、抽選申込時にお伝えした受付番号が必要になります
※ご当選のチケットは、セブンイレブン、ファミリーマートでのお引き取りになります
※席には限りがございます。また、座席は抽選により決定します。良席にならない場合がございます
※車いす席をご利用の方は、会館窓口まで事前にお問い合わせください。

一般販売開始
12月21日（土）

さだまさし
アコースティック

コンサート

2020

全席指定 一   般 8,800円
 車いす席 8,800円

2020年3月22日 �
17:00開演（16:15開場）

Pコード

168-911

共催：東海ラジオ放送　企画：（株）まさし　制作：さだ企画　協賛：カーコンビニ倶楽部／黒澤楽器店

会館リニューアル

当館は令和元年10月、リニューアルオープンしました。
安全・安心にご利用いただける
文化芸術活動の拠点として、

今後もさまざまな催しを展開してまいります。
多くの市民の皆さまの

ご利用、ご来館をお待ちしております。

天井の改修 （1ホール・2ホール）
客席の更新 （1ホール・2ホール）
舞台上スピーカーの更新（1ホール・2ホール）

ここが変わった！ リニューアルポイント

この他、エントランス天井の改修、外壁改修等を行いました。

［お詫び］　「催物ごあんない11月号」の表紙はイメージ図です。

カーペットの更新 （1ホール・2ホール・ホワイエ）
トイレの洋式化 （1ホール・2ホール・4ホール前）
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2019年12月の催物ごあんない

December Event Schedule …当館主催事業　 …託児あり。詳細はお問い合わせください。

チケットのお求め、その他については各主催者にお問い合わせください。
催物の予定は10月10日現在のもので、主催者の申請どおり作成して
おります。全ての催しが掲載されてはおりませんので、予めご了承くだ
さい。予定は変更になることがあります。

第
3
ホ
ー
ル

8㈰
じんけんフェスタ 2019
・人権啓発 DVD上映
午前：大人の発達障害 午後：こども向けアニメ

四日市市人権センター 059-354-8609 9:30 16:00 無料

12㈭ 北勢高尿酸血症フォーラム 帝人在宅医療㈱ 059-236-7011 19:00 20:45 関係者

14㈯ 第 69回四日市市民芸術文化祭
第 40回四日市市民囲碁大会

四日市市
（一社）四日市市文化協会 059-351-3729 10:00 16:00

男性 2,000円 女性 1,500円
高校生以下 1,000円
観覧無料

15㈰ 第 35回四日市文芸賞表彰式 （公財）四日市市文化まちづくり財団 059-354-4501 13:30 14:30 無料

18㈬ 三泗地区学術研修会 三泗地区学術研修会 059-227-1241 18:30 20:30 関係者

第
2
ホ
ー
ル

6㈮ AIIKU リズムフェスティバル 三重愛育保育園 059-331-6401 9:05 11:30 関係者

8㈰ 第 38回四日市市障害者大会 四日市市障害者大会実行
委員会 059-353-8036 10:00 15:00 自由席　無料

13㈮ 令和 1年度整備主任者法令研修及び自動車検査
員研修 中部運輸局三重運輸支局 059-234-8412

9:45 12:00 関係者
13:00 16:00

14㈯
声優朗読劇フォアレーゼンスピンオフ企画
声優トークショー &ワークショップ      （公財）四日市市文化まちづくり財団 059-354-4501 15:00 17:00

指定席　一般前売 4,500円
当日 5,000円
高校生以下前売 2,500円　
当日 3,000円

20㈮ オペラシアターこんにゃく座
「森は生きている」                 

子ども文化NET
（公財）四日市市文化まちづくり財団

059-321-0883
059-354-4501 18:30 20:45 自由席　一般 4,000円

3才～中学生 2,500円

22㈰ 第 9回彩音会大正琴コンサート 彩音会 059-245-4817 11:00 15:00 自由席　2,000円

日付 催　物 主　催 TEL 開演 終演 入場方法

http://cty-fm.com
〒510-0093  四日市市本町8番2号

TEL： 059-343-5400
FAX：059-343-5401

シー・ティー・ワイ  エフエム

第
1
ホ
ー
ル

8㈰

じんけんフェスタ 2019
・子ども向けイベント映画「グリンチ」

四日市市人権センター 059-354-8609

10:00 11:40 自由席　無料

じんけんフェスタ 2019
・よっかいち人権大学あすてっぷ 2019修了式 13:00 13:20 自由席　無料

じんけんフェスタ 2019
・人権週間記念映画「こんな夜更けにバナナか
よ～愛しき実話～」
記念講演「陽だまりを求めて」

13:20 16:00 自由席　無料

10㈫
サンクトペテルブルグ室内合奏団
クリスマス /アヴェ・マリア （公財）四日市市文化まちづくり財団 059-354-4501 19:00 21:00 指定席　4,500円

15㈰ TOSHINOBU KUBOTA HALL CONCERT 
TOUR 2019-2020 "Beautiful People" サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 17:30 20:00 指定席　8,900円

19㈭ ワンコインコンサート vol.34
マリンバ 塚越慎子                             （公財）四日市市文化まちづくり財団 059-354-4501 11:30 12:30 自由席　500円

（チケットレス）

22㈰ 第 69回四日市市民芸術文化祭
四日市の第九

四日市市
（一社）四日市市文化協会
四日市の第九実行委員会

080-4222-3566 14:00 16:00

指定席　Ａ前売 3000円　当日
3,300円　Ｂ前売 2,500円
当日 2,800円
自由席　一般前売 2,000円
当日 2,300円　高校生以下前売
1,000円　当日 1,200円

24㈫ 第 63回歳末助け合い運動協賛
歳末助け合い音楽会 四日市学生吹奏楽連盟 059-331-8324 13:00 16:30 自由席　500円

27㈮ ワンコインオペラ
「アマールと夜の訪問者」                     （公財）四日市市文化まちづくり財団 059-354-4501

14:00 15:00
自由席　500円

28㈯ 14:00
16:00

15:00
17:00
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ー
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8㈰ じんけんフェスタ 2019
・人権ポスター展示・表彰式 四日市市人権センター 059-354-8609 9:30 16:00 無料

15㈰ 健康体操セミナー 三重県レクリェーション協会 090-8339-0326 9:15 11:45 無料

15㈰ クリスマスパーティー クリスの英語教室 080-6920-5708 14:00 16:00 関係者

21㈯ ダンスパーティー フレンド 059-364-6447 13:30 16:00 500円

日付 催　物 主　催 TEL 開演 終演 入場方法

会場 日付 催　物 主　催 TEL 入場方法

・文化会館窓口では、チケット、書籍（一部）の購入に四日市市プレミアム付商品券がご利用いただけます。
・消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、貸館施設使用料等を改定しました。

詳しくは文化会館 HPをご覧ください。

展
示
棟

第 1·3·4
展示室 5㈭ 若者応援就活フェア in 四日市（13:00～16:00） （公財）三重県労働福祉協会 059-222-3309

令和 2年 3月大学短
大等卒業予定者、34
歳以下の若年求職者

第 1展示室
8㈰

じんけんフェスタ 2019
・人権のひろば展（9:30～16:00）

四日市市人権センター 059-354-8609
無料

第 3展示室 じんけんフェスタ 2019
・福祉団体等による展示（9:30～16:00） 無料

第 3展示室 10㈫～ 15㈰
東海道 53次の三重県（保永堂版と丸清版）と写真
（10:00～17:00　初日は 13:00～
最終日は ～16:00）

髙橋謙司 059-351-5058 無料

第 4展示室 10㈫～ 15㈰
財団ミニギャラリー　ぼくの心の仏さまたち
（10:00～16:00　初日は 13:00～
最終日は ～15:00）　　　　　　　　　 

（公財）四日市市文化まちづくり財団 059-354-4501 無料

第 1展示室
AB 13㈮～ 15㈰「あっちゃんと仲間たち」パッチワーク作品展（9:30～16:30　最終日は ～16:00） パッチワーク教室クローバー会 059-321-1457 無料

第 4展示室 19㈭～ 22㈰ アート・ナウ
（10:00～17:30　最終日は ～15:00） アート・ナウ 0594-72-4766 無料

第 1展示室 20㈮～ 22㈰ 箭鋒書展
（10:00～ 17:00  最終日は ～ 15:00） 箭鋒会 059-338-0978 無料

第 3展示室 20㈮～ 22㈰ 絵手紙でつなぐ仲間展（10:00～ 16:00
初日は 11:00～　最終日は ～ 15:30） わかくさ倶楽部 090-8738-1673 無料

第 1展示室
CD 25㈬～ 26㈭ 川越高校・いなべ総合学園高校書道展

（25日 13:00～ 19:00　26日 9:00～ 15:00）
川越高校・いなべ総合学園高
校書道展 090-2136-2097 無料

第 3·4
展示室 25㈬～ 26㈭ 第 3回三重県高等学校書道部OB展

（25日 13:00～ 19:00　26日 9:00～ 15:00） 三重県高等学校書道部OB展 090-1729-2890 無料

第 2展示室 10/19㈯～
12/15㈰

萬古展示②　令和元年 現代萬古陶芸展
（9:30～ 16:30）　　　　　　　　　　 （公財）四日市市文化まちづくり財団 059-354-4501 無料

誠意と熱意と創意で明日にチャレンジ！

〒510-0845　四日市市海山道町１-56
TEL 059-347-0088　FAX 059-347-0085

～町のにぎわい～

三重県四日市市小杉町329番地の5

059-334-7185

好評販売中

文化会館からのお知らせ

12月27 日 �	Ⓐ14:00 開演 （13:30 開場）

12月28 日 �	Ⓑ14:00 開演 （13:30 開場）

  Ⓒ16:00 開演 （15:30 開場）

全席自由 500 円

協力：四日市市民オペラ実行委員会
4歳
未満

ワンコインオペラ



…文化会館窓口にて販売（9:00 〜19:00）。　 …電話予約。　 …チケットぴあにて販売 TEL：0570-02-9999　24 時間受付（Pコード入力）。

インターネットチケット販売（24時間）
（販売開始日は 9:00から）

文化会館窓口販売　9:00～19:00
電話予約　販売開始日の翌日から
TEL: 059-354-4501

ご利用には事前の会員登録が必要です。
窓口販売およびインターネットチケット販売は、同じシステムを使用しております。
販売開始日に窓口にお並びいただいても良いお席が確保できるものとは限りません。
販売中のチケットは売り切れている場合がございます。予めご了承ください。

お問い合わせは　（公財）四日市市文化まちづくり財団　文化振興グループ
　　　　　　　　TEL: 059-354-4501

学生料金について
このマークがある催し物は、学生料金の設定があります。
当日入場時に学生証など証明書類を必ずご提示ください。

未就学児の入場について
このマークがある催し物は、小学生未満児童の入場をお断りさせて
いただきます。上記の「託児サービス」をご利用ください。

託児サービスについて
当館では、お子様連れのお客様にも安心して催し物を楽しんでいただ
けるよう、公演によって託児サービスをご用意しております。
1人1,000円の 予約制。公演の1週間前まで受け付け。

https://yonbun.com/

▲ QRコードを対応
端末から読み取るこ
とで簡単にアクセス
できます。

ただし販売開始日に
完売の場合は
販売いたしません。

2020年2月9日 �
14:00開演 （13:30 開場）

全席指定 一般 1,500円
 高校生以下 1,000円
※助成による、特別料金となります。

一般販売開始
12月7日 � 10:00～

一般販売開始
11月16日 �

主催：四日市市／（公財）四日市市文化まちづくり財団／三重県／（公財）三井住友海上文化財団

前売り券の販売はございません。直接会場で入場料
をお支払いください。ご来場の際は、なるべくお釣
りがないよう１コイン（500円）をご用意ください。 ちょっとうれしい特典サービス

（プログラム持参で近隣のお店サービスがあります）

住谷 美帆
ピアノ：加藤 昌則

全席自由 500円
（チケットレス）

共催：レディオキューブ FM三重

2020年1月23日 �
11:30開演（10:45 開場）

ワンコイン コンサート
Vol. 35 元元令和令和「ランチタイム」に「1時間」「500円」で

楽しめるカジュアル・コンサート

Pコード

166-215

10月19日 �～12月15日 �
9:30～16:30　観覧無料

萬古展示②　令和元年 現代萬古陶芸展
江戸時代、桑名の沼波弄山（1718～
1777）の興した萬古焼は、森有節
（1808～1882）の再興萬古を経て、
明治時代に四日市の地域産業として
成長しました。その過程から多くの
職人が登場して技術を磨き、産業を
成長させて、優れた才能を持った職
人から作家として自立していきまし
た。そんな四日市の萬古焼から、令和
の今、創作活動に精進する作家の作
品を紹介します。

昨年の展示より

助成：（一財）地域創造

Pコード

498-535

2020 年3月1日 � 14:00開演 （13:30 開場）

前売 3,000 円　22 歳以下 1,500 円

　当日 3,500 円　22 歳以下 1,750 円

MONO 第 47 回公演

中野振一郎チェンバロリサイタル
貴婦人たちのサロンにて ～宮廷の華 チェンバロ～ ぼくの心にうかんだ仏さまたちを描

いている時が、一番落ち着く癒やし
の時間です。
ぼくの心の仏さまたちに、どうぞ逢
いに来てください。

【作者　野﨑 恒吉】

　ぼくの心の仏さまたち

12月10日 �～12月15日 �
10:00～ 16:00
（10日は 13:00から、15日は 15:00まで） 観覧無料

財団
ミニギャラリー

文化会館通路ギャラリー
展示作品募集

皆さまから寄せられた作品（写真・書画など）を館内通路に展示します。
作品は随時受け付けていますので、ぜひお申込みください。
【対象】市内に在住、または通勤・通学する方
【料金】無料　【申込】直接、会館事務所へ
作品はパネルに収まるサイズ（43cm× 54cm以内）としてください。

2018 年スロヴェニアで開催の
第 9 回国際サクソフォンコンクール優勝！

今最も注目されるサクソフォン奏者

※ 22歳以下チケットは
入場時に年齢のわかる証明書をご提示ください。

「その鉄塔
に男たちは

いるという
＋」



アクセスマップ　●できる限り公共交通機関をご利用ください。会館駐車場には限りがございます。

近鉄四日市駅
あすなろう四日市駅から
徒歩10分
三重交通バス停留所
文化会館前、文化会館南
三岐バス停留所
文化会館前
から
徒歩 3分
●近隣の商業施設および個人
の駐車場などへの無断駐車は
おやめください。会館周辺の
道路は全面駐車禁止です。

JAパーキング
30分 120円

3時間以上 24時間以内
720円（1日上限料金）

くすの木パーキング
30分 170円

5時間以上 24時間以内
1,700円（1日上限料金）

（公財）三重北勢地域地場産業振興センター 
四日市市安島一丁目3番18号（近鉄四日市駅から西へ徒歩5分）
TEL/FAX （059）353-8101（じばさん三重名品館）

詳しくはホームページ http://jibasanmie.or.jpの
［WEB予約フォーム］をご覧ください。貸会議室のネット予約可

じばさん三重の貸会議室をぜひご利用ください使えます

うどん・きしめんまつり
じばさん市

〜お歳暮に最適！！〜

11月30日（土）、12月1日（日）
10時〜18時（１２月１日（日）は17時まで）
じばさん三重１階 名品館

大矢知手延べうどん、きしめんの値引きセール
伊勢うどん、カレーうどん、みそ煮込みうどんの値引きセール

四日市市文化会館主催公演

インターネットチケット販売
いつでもどこでもパソコンやスマートフォンから
チケット予約！コンビニ・クレジット決済もOK！
空席確認も可能です。

検　索よんぶんネットhttps://yonbun.com/ticket-purchase

毎月第 1木曜日「サービスデー」
12月は 5日に、和菓子に時季のものを添えて、ご提供いたします（数量限定）
毎月第 2日曜日「全国和菓子めぐり」 40個限定（無くなり次第、通常の和菓子）
全国各地から取り寄せた和菓子を提供いたします。
12月は 8日に、鹿児島県霧島市の霧島菓子処森

もりぞう

三「島津公（みかん餡）」をご賞味いた
だけます。（薩摩藩主・島津斉彬公の命により創作されたと言われる、かるかん。特産で
ある桜島小みかんの餡を、かるかん生地で蒸しあげた銘菓。）

お申し込み・
お問い合わせ
〒510-0074
四日市市
鵜の森 1丁目 
13-17
TEL・FAX

059
352-4960

「いいね !四日市」
無料動画サイト
「YouTube」 にお
いて、泗翠庵が紹
介されています。

休館日
毎週月曜
月曜祝日の時は
その翌平日

2020年1月18日 � ①11:00～12:30　②13:30～15:00
講師  《かほりとともに》主宰　　　　　  調香師 野口 沙里 さん
定員  各回10名　 受講料 3,500円

12月14日 �
13:00～14:30
講師  花舎エンジェルブーケ　　　　 伊藤 恭子 さん
定員 15名  受講料 2,500円
持ち物  はさみ、持ち帰り用袋
　　　 エプロン（または汚れて

もいい服装 ）
催事名（香道体験は希望時間帯も）、代表者の住所・名前・電話番号、申込者数（代表者含む）を記載して、はがき、電話、FAX、Eメール（contact@
yonbun.com）もしくは直接、泗翠庵へ申し込みください。申込締切  モダンしめ縄づくり体験 11月 30日（土）、香道体験 1月 8日（水）必着。
※応募多数の場合、抽選により受講者を決定させていただく場合がございます。

■立
りゅう

礼
れ い

席（いす席） 10:00～ 16:00（席入りは、15:40ま
でにお願いします。）

申込方法

毎月 4のつく日「4日・14日・24日」は、四日市産の抹茶をご賞味いただけます。

四季折々の床を拝見しながら、いすとテーブルで気軽に和菓子とお抹茶を。
一服 500円（※四日市市文化会館 友の会　　　　　　　

「楽人くらぶ」会員等の割引制度があります。）毎日呈茶、予約不要　どなた様も参加できます。
毎月第 1木曜日、第 2日曜日には以下の催事を開催しています。

伝統文化講座

「香道体験～聞香と茶で新年を祝う～」
伝統文化講座

モダンしめ縄づくり体験
新年を賀ぐ行事として、初香があります。
年のはじめに香りを取り入れ、心身を清め、新しいスタートを。
『香を聞く』会を開催します。聞香はかほりを聞き分ける日本独特の伝統文化であ
り、香遊びは、日本最古の遊びとも言われています。その中でも茶道や華道の文化
が昇華した室町時代に香道もはじまり、時代とともにさまざまな組香遊びが生まれ
ました。香道は敷居が高いと思われがちですが、初めての方もリラックスしながら
香木のかほりをじっくりと五感で味わい親しむクラスです。香道未経験の方でもお
気軽にご参加いただけます。ぜひこの機会に香道の文化をお楽しみください。

自分で花材を選んでオ
リジナルのしめ縄を作り
ます。

四日市市内は回覧をしております。ご協力をお願い致します。　発行：（公財）四日市市文化まちづくり財団　〒510-0075　四日市市安島 2-5-3　TEL 059-354-4501

（公財）四日市市文化まちづくり財団の文化振興事業をご支援いただいている企業のみなさまです。
【事業協賛】公益財団法人 岡田文化財団
【カルチャーサポート企業一覧】アイトム建設株式会社／学校法人暁学園／株式会社アビ・コミュニティ／イオンリテール株式会社東海カンパニー／イング株式会社／株式会社大津屋／加藤塗料株式会社
釜屋株式会社／北伊勢上野信用金庫／銀峯陶器株式会社／株式会社グリーンズ／佐治陶器株式会社／株式会社サンエイ工務店／三岐鉄道株式会社／株式会社三東工業所／株式会社シー・ティー・ワイ／ＣＴＹ－ＦＭ
塩浜運送株式会社／昭永工業株式会社／株式会社昭和産業／株式会社シリックス／新生ビルテクノ株式会社四日市支店／住友電装株式会社／株式会社扇港電機／太陽化学株式会社
大和ハウス工業株式会社四日市支社／東芝ライテック株式会社／東ソー物流株式会社四日市支社／東報電産株式会社／東洋電機株式会社／生川建設株式会社／日本トランスシティ株式会社
有限会社萩村製茶／株式会社ビコーインプレス／フコク印刷工業有限会社／藤井撚糸株式会社／富士電機株式会社三重工場／富士電設株式会社／藤原工業株式会社／文化会館フードサービス株式会社
三重エフエム放送株式会社／三重北農業協同組合（JAみえきた）／株式会社三重銀行／三重県舞台管理事業協同組合／みなと総合法律事務所／株式会社宮﨑本店／株式會社みやた　松原あさひホール
森寺工機株式会社／株式会社四日市市生活環境公社／株式会社四日市事務機センター／四日市商工会議所 ［敬称略・五十音順］（10/30現在）


