
事業 PRなどの文化情報を発信中
① よんぶんチャンネル
主催事業情報や出演者とのコラボ取材番組など放送して
おります。ぜひチャンネル登録をお願いします。

② RADIOスポンサー番組
CTY-FM 朝の番組内「自主事業情報コーナー」、FM三重「ステージ イ
ンフォメーション」に当財団職員が出演。出演者からのメッセージな
ど文化情報を発信しております。

③ 文化情報スポット
四日市市から受託を受け、市民の皆さまが行う公演のポスター・チラ
シをお預かりして近鉄百貨店 1階市民窓口サービスセンター内に掲
示、配架を行っております。公演チラシの配架等については、四日市
市文化会館までお問い合わせください。

④ 各種 SNS発信
毎日発信「今日の泗翠庵」、自主事業の情報発信など。各施設の情報
を発信中！

⑤ 催し物ごあんない　毎月発行／市内組回覧
四日市市文化会館・四日市市三浜文化会館・茶室泗翠庵の情報、一般
イベントの情報などをお届けします。

当財団主催事業をもっと楽しむための会員制度
① 楽人クラブ（有料）　年会費 2,000円　1年間有効
　 年会費制の会員。優先予約や割引など特典いっぱい
　 特典①：チケット先行販売　特典②：チケット割引販売
　 特典③：ポイント制度　特典④：公演情報および会報のお届け

② よんぶんネット会員（無料・要登録）
　 インターネットからチケット簡単予約。また発売情報など
　 メールマガジン配信、いち早く自主事業の情報を
　 お届けします。

四日市市文化会館

〒 510-0075 四日市市安島二丁目 5-3
TEL：059-354-4501
休館日： 月曜日（第 2月曜日を除く。祝日の
 場合はその翌平日）、年末年始
● 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」から
　 徒歩 3分
　 三岐バス停留所「文化会館前」から 徒歩 3分

四日市市茶室「泗翠庵」

〒 510-0074 四日市市鵜の森一丁目 13-17
TEL：059-352-4960
休館日： 月曜日（祝日の場合は
 その翌平日）、年末年始
● 近鉄四日市駅・あすなろう四日市駅から
　 徒歩 5分

四日市市三浜文化会館

〒 510-0845　四日市市海山道一丁目 1532-1
TEL：059-348-5380
休館日： 火曜日（祝日、四日市市文化会館が
 休館の場合は開館し、その翌日以降
 休日でない日が閉館）、年末年始
● 近鉄名古屋線「海山道駅」西出口から 徒歩約 8分
　 （海山道神社側へ降りてください）
● 国道 1号「日永 3丁目」交差点 東へ約 5分
　 国道 23号「海山道一」交差点 東へすぐ
　 県道 6号（塩浜街道）「大井の川町」交差点 西へ約 1分

発行：（公財）四日市市文化まちづくり財団
 @yokkaichi_bunka   Facebook

 Facebook
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その他ごあんない

※できる限り公共交通機関をご利用ください。駐車場には限りがございます。

刊行物の発行
① 文化情報誌「よんぶん」
年 1回文化情報誌を発行。四日市市の文化情報や出演
者へのインタビューなどの情報を掲載しております。
3,000部発行。各施設、地区市民センターなどに配布
しております。

② 四日市文芸賞
地域文芸活動に寄与します。小説・評論・ド
ラマ（戯曲、放送劇、オペラ台本）・児童文学・
エッセイ・詩など幅広く公募しています。
また受賞作品を集めた作品集を発行します。
第 38回四日市文芸賞
公募締め切り 9月中旬予定。冊子発行 2月予定　550円

企業などの皆様から事業へのご支援をいただく、
カルチャーサポート会員制度
会員：1口 50,000円
特典①：毎月発行「催し物ごあんない」などの文化情報の資料送付
特典②：友の会（楽人クラブ）自動入会、事業の優先予約・割引など
特典③：毎月発行「催し物ごあんない」への広告掲載　1口年 2回
特典④：自主事業へのご招待。年 2回 1事業 4枚程度送付
　　　　※事業は選べません
ご入会について詳しくは、「カルチャーサポート」係までお問い合わせください。

9/11� 濃茶体験と小間見学（薄茶呈茶あり）　遠州流
① 10:00～ ② 13:30～ 各回 6名　 対象  中学生以上　 参加費 2,750円
9/19㊊㊗煎茶道体験（皇風煎茶禮式　香佳会）
10:00～ 11:30 定員 15名　 参加費 1,650円
9/25� 伝統文化

講座　「茶杓削り体験」
① 10:00～ ② 13:30～ 定員  各回 10名　 参加費 2,750円

11/3㊍㊗文化の日茶会（濃茶・薄茶）　表千家・裏千家・遠州流・松尾流
10:00～ 15:00 定員  一席 10名× 10席　 参加費 2,200円
11/12� 茶道の手仕事

シリーズ　「茶陶体験　抹茶茶碗づくり」 三浜文化会館
① 10:00～ ② 13:30～ 参加費 2,860円

広間は茶道、日本の伝統文化・伝統音楽に
関わる催事に利用することができます。

台
だ い め

目、突
つきあげまど

上窓も備えた本格的なつくり。
茶道に利用することができます。

泗翠庵では広間、小間を貸し出しています
茶道、日本の伝統文化に関する行事を開催する場として使ってみませんか。

広間（15畳） 小間（四畳半）



4/ 9 � BIGBAND FESTIVAL in Yokkaichi 公演終了
 

4/ 15㊎ 第 17回 文治まつり 公演終了

4/ 19㊋ 梅棒 14th WONDER『おどんろ』
18:00 指定席  SS席 9,300円　S席 8,300円

U-25サービスエリア 3,500円　発売中

5/ 21� ピアノと砂のファンタジー「星の王子さま」
15:00 指定席  一般 2,200円　完　売

出演  ピアノ：広瀬悦子／サンドアート：伊藤花りん
朗読：田中 研
協力：子ども文化NET

5/ 29� 作曲家加藤昌則の「世界の時
お ん が く

間旅行」
14:00 指定席  一般 3,000円　学生 1,500円　発売中

出演  ピアノ：加藤昌則　ヴァイオリン：川田知子
遠藤香奈子　ヴィオラ：須田祥子　チェロ：小川和久

共催：FM三重

6/ 25� 瀧川鯉斗 独演会
14:00 指定席  一般 3,300円　発売日：5月 6日（金）

出演  瀧川鯉斗

共催：FM三重

6/ 26� プロジェクションマッピングWS
10:00 料　金  一般 2,200円　大学生・高校生以下1,100円

講師  大内真一（プロジェクションマッピング・クリエーター）

7/ 10� 歌劇「400歳のカストラート」
14:00 指定席  S席 5,500円　A席 3,300円

U22席 1,100円　発売日：4月 16日（土）
企画原案・選曲・カウンターテナー  藤木大地
脚本・演出・美術  平 常（たいら じょう）
音楽監督・作曲・編曲・ピアノ  加藤昌則
朗読  大和田 獏／大和田 美帆
演奏  成田達輝（ヴァイオリン）／周防亮介（ヴァイオリン）
東条 慧（ヴィオラ）／上村文乃（チェロ）

国内外連携事業：（公財）東京都歴史文化財団 東京文化会館

7/ 14㊍ 松竹歌舞伎舞踊公演
14:00 指定席  S席 7,700円　A席 6,600円

高校生以下1,100円　発売日：4月 30日（土）
出演  中村芝翫／中村橋之助／中村福之助／中村歌之助
中村松江

©松竹

7/ 23� カムカムミニキーナ「ときじく」
14:00 指定席  SS席 5,900円（パンフ付）

S席 4,400円　U22席 2,200円
発売日：4月 30日（土）
出演  松村武／八嶋智人／山崎樹範／藤田記子ほか

前回公演写真

7/ 30�
ゴスペラーズ坂ツアー 2022 
“まだまだいくよ”

17:00 指定席  一般 7,500円
出演  ゴスペラーズ
主催：ジェイルハウス
共催：（公財）四日市市文化まちづくり財団

2H

2H

昨年 9月に予定していた
加藤昌則さんプロデュース公演の延期公演が決定！

参加
募集！

共催：

〈新型コロナウィルス感染症対策のお願い〉
・ 発熱や咳等の風邪症状の見られる方のご来館は、お控えください。
・ マスクの着用、手洗いの徹底をお願いします。
・ 人と人との十分な間隔をおとりください。
・ 入場時に氏名及び緊急連絡先を確認させていただく場合がございます。

※今後の状況により予定は変更となることがあります。最新情報は文化会館ホームページをご覧ください。

主催：（公財）四日市市文化まちづくり財団
お問合せ：四日市市文化会館　℡ 059-354-4501　https://yonbun.com/

電話予約　℡ 059-354-4501
よんぶんネット（四日市市文化会館　　　　

インターネットチケット販売）
https://yonbun.com/（24時間受付） 

※ご利用には事前の会員登録（無料）が必要です。

四日市市文化会館窓口 （9:00～ 19:00）
四日市市三浜文化会館窓口 （9:00～ 19:00）
※販売初日で完売の場合は、翌日からの両窓口販売はありません。

※未就学児のご入場はご遠慮ください。
※託児サービス（料金：お子様1人あたり1,000円・予約／前払制・公演日の1週間前まで受付）
※おもいやりシート（階段の昇降が困難なお客様用の席です）・車いす席は文化会館窓口のみ取り扱い。
　席数に限りがあります。

出発日  2022年5月29日 �
 14:00開演 （13:30開場）

集合場所  四日市市文化会館 第 2ホール

一般販売開始
2月26日�10:00～

延期公演

三重県 四日市市 安島 2-5-3　℡ 059-354-4501　近鉄四日市駅から徒歩約10分

全席指定  一般 3 ,000円  学生（高校生以下）1,500円

チケットお取扱い（販売開始初日は、電話予約およびネット販売のみ）

目的地（演奏予定曲目）

バッハ ：G線上のアリア
ブラームス ：ハンガリー舞曲 第 5番
シューマン ：ピアノ五重奏曲
加藤昌則編 ：アラウンド・ザ・ワールド（映画音楽で巡る世界一周メドレー）
加藤昌則 ：スーパートルコ行進曲、Genrock（ゲンロック）　ほか

加藤
昌則

添乗員（出演）

加藤 昌則（ピアノ）
川田 知子（ヴァイオリン）
遠藤 香奈子（ヴァイオリン）
須田 祥子（ヴィオラ）
小川 和久（チェロ）

さあ、世界の音楽を聴く旅に
出かけませんか！

2H

2H

4H

1H

1H

2H

1H

8/ 4 ㊍
劇団四季オリジナルミュージカル
『ロボット・イン・ザ・ガーデン』

18:30 指定席  S席 9,900 円　A席 6,600 円
B席 3,300 円　発売日：5月 21日（土）
主催：中日新聞社／劇団四季
共催：（公財）四日市市文化まちづくり財団

8/ 6 � 三浜文化会館演劇制作公演
（劇団MONO関連企画四日市公演）7 �

未定 指定席  一般 2,750円　U22席 1,100円
発売日：6月 25日（土）
出演  松永 渚／宮璃アリ／中村栄美子 ほか
脚本・演出  土田英生

助成：（一財）地域創造

9/ 4 � KUNIKEN &知多市民オーケストラコンサート
14:00 指定席  一般 3,300円　発売日：7月 2日（土）

出演  KUNIKEN／知多市民オーケストラ

9/ 10� おやじバンド合戦
未定 自由席  1,100円　発売日：8月 27日（土）

出演  公募

制作：レディオキューブ FM三重

9/ 11� Yokkaichi Teen's Music Fes 2022
未定 自由席  550円

出演  公募

9/ 14㊌
平日に贈る午後のコンサートシリーズ
加藤昌則のおトークなコンサート（仮）

14:00 指定席  2,750円　高校生以下1,100円
出演  ゲスト：米良美一

10/ 2 � シネマオーケストラ
コンサート　　　「チャップリン《街の灯》」

14:00 指定席  S席 4,400円　A席 2,200円
高校生以下1,100円　発売日：7月 2日（土）
出演  指揮：竹本泰蔵　ピアノ：CHIAKi
演奏：中部フィルハーモニー管弦楽団

主催：四日市市　企画・制作：（公財）四日市市文化まちづくり財団
City Lights@Roy Export S.A.S

10/29�
水嶋一江 &ストリングラフィ・アンサンブル
①「糸の森の音楽会」／②「森の記憶」

13:30① 指定席  子ども向け（未就学児可）2,200円
16:00② 指定席  一般・子ども向け 2,200円

発売日：8月 6日（土）
出演  水嶋一江 &ストリングラフィ・アンサンブル

共催：子ども文化NET
photo by Zach Bobson

10/30� 声優朗読劇 
VORLESEN 「ヤマトタケル物語（仮）」

未定 指定席  未定
出演  未定

11/ 3
㊍
㊗ 第 31回 四日市能
未定 指定席  S席 5,500円　A席 4,400円

出演  狂言「未定」：野村萬斎
 能「葵上」：大槻文蔵

企画制作：大槻能楽堂　助成：岡田文化財団

11/ 19�
栗コーダーカルテット
ファミリーコンサートwith 避難訓練

未定 指定席  一般 2,200円　小学生以下1,100円
出演  栗コーダーカルテット

1H

2H

1H

お
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5/ 15�
カムカムミニキーナ関連企画　　　　

しめんげき 「しんとく丸」「パノラマ島」
16:30 自由席  一般 1,650円　高校生以下550円

会場  ロビー　
出演  松村 武／長谷部洋子／田原靖子／柳瀬芽美

四日市市文化会館　開館 40周年記念事業
1H ＝第1ホール　 2H ＝第 2ホール　 4H ＝第 4ホール
4月15日現在の状況です。情報は変更になる場合が
ございます。

四日市市三浜文化会館

展示事業スケジュール　　　 会場：第 2展示室

2022 4/30�〜 6/5�
萬古展示「四日市萬古の父

山中忠左衛門の夢」
入場料  一般110円  中学生以下 無料

2022 7/16�〜 9/4�
企画展「ヒカリサク 凛九」
入場料  一般550円  大学生・高校生以下220円

2022 10/29�〜 12/4�
「ノベルティ展」（予定）

2022 12/24�〜 2023 2/5�
企画展「浮世と刀剣」（予定）

「全国和菓子めぐり」を毎月第二日曜日に開催。
普段のお菓子と違い全国からその地にゆかりのあるお菓子をお取り寄せてご
提供しています。
「萬古作家のお茶碗でお茶を楽しむ」　2022 夏期／ 2023冬期
年2回開催。お好きな器で一服。

立
りゅう

礼
れ い

席（いす席） 10:00～ 16:00 一服 500円（お菓子・抹茶付。消費税込）

毎日呈茶、予約不要。どなた様もふだん着で参加できます。

四日市産の抹茶をご賞味いただけます。

日本古来の伝統文化（茶道・句会等）に
親しむことができる四日市市の茶室です。

四 日 市 市 茶 室

11/ 20� 加藤登紀子コンサート
未定 指定席  6,600円

出演  加藤登紀子

11/ 26�
第 11回 市民オペラ 「ラ・ボエーム」18:30

27�
14:00 指定席  S席 5,500円　A席 4,400円

B席 3,300円　高校生以下（当日指定）1,100円
出演  キャスト：公募／合唱：公募
演奏：四日市交響楽団
主催：四日市市民オペラ実行委員会
助成：（一財）地域創造／コミュニティ助成

12/ 11� 小野田有紗　ピアノリサイタル
14:00 指定席  一般 2,200円　高校生以下1,100円

発売日：10月 8日（土）
出演  小野田有紗

2023

1/ 8 �
四日市クラシック文化向上企画① 加藤昌則プロデュース
新春恒例⁉「クラシックの面白さはコレダ」

14:00 指定席  一般 1,650円　高校生以下1,100円
出演  加藤昌則

助成：三重県文化振興事業団

2/ 11�
四日市クラシック文化向上企画② 加藤昌則プロデュース
「世にも楽しい授業 Ver.2」

14:00 指定席  一般 1,650円　高校生以下1,100円
出演  加藤昌則／磯部澄葉／生徒 2名

助成：三重県文化振興事業団

3/ 11�
四日市クラシック文化向上企画③  加藤昌則プロデュース
クラシック朗読劇&演奏会「ベートーヴェン特集」

14:00 指定席  一般 3,300円　高校生以下1,650円
出演  加藤昌則／中嶋朋子

助成：三重県文化振興事業団

2H

1H

2H

2H

2H

2H

5/ 28�
三浜プレミアムコンサート

津軽三味線　駒田早代
14:00 自由席  550円　 会場  ロビー

出演  駒田早代　　　　　　　

6/ 18� 三浜リー
ディング 命を弄ぶ男ふたり 中川晴樹×永野宗典

14:00 当日指定  一般 1,650円　高校生以下550円
会場  創作スペース
出演  中川晴樹（ヨーロッパ企画）

 永野宗典（ヨーロッパ企画）

9/ 17� いいむろなおき パントマイムWS
14:00 参加費  一般 2,200円　 会場  リハーサル室 A

講師  いいむろなおき

9/ 18� マイム三昧 in MIHAMA
14:00 当日指定  一般 2,200円　高校生以下 1,100円

会場  創作スペース
出演  山本光洋／加納真実／シルヴプレ

11/ 13� アートフェスティバル
10:00 無　料  申し込み制・一部有料　 会場  全館

12/17� おしゃれ紳士×アニソン
Special Live in Yokkaichi18�

未定 当日指定  一般 2,200円　高校生以下 1,100円
会場  創作スペース
出演  おしゃれ紳士

2023

1/ 29� 三浜　　　
リーディング 劇作家・演出家 横山拓也スペシャル

14:00 当日指定  一般 1,650円　高校生以下 550円
会場  創作スペース
出演  未定

その他：文芸セミナー／古典芸能公演／星空観測会／映画上映会／陶芸教室などを予定

夏休みこども伝統文化講座（古典の日法制化 10周年）  11回通し
対象  小学校 4年生～中学校 3年生 定員 10名 参加費  未定

①
7/21 ㊍

09:30～ 浴衣の着付け体験
② 13:00～ 茶室探検
③ 7/22 ㊎ 09:30～ 製茶工程を知る（抹茶製造事業者〈水沢町〉）
④ 7/26 ㊋ 09:30～ 茶道体験 ①（松尾流）
⑤ 7/28 ㊍ 09:30～ 日本舞踊 ①（宗家西川流）
⑥ 8/3 ㊌ 09:30～ 四日市萬古の急須づくり体験 三浜文化会館
⑦ 8/9 ㊋ 09:30～ 茶道体験 ②（松尾流）
⑧ 8/11㊍㊗09:30～ 日本舞踊 ②（宗家西川流）
⑨ 8/18 ㊍ 09:30～ 日本舞踊 ②（宗家西川流）
⑩ 8/23 ㊋ 09:30～ 茶道体験 ③（松尾流）
⑪ 8/27 � 10:00～ 合同発表会・修了式

「企画展 ヒカリサク凛九」連動企画
伝統工芸体験ワークショップ  会場：三浜文化会館
対象  年齢下限あり 定員  未定 参加費  有料

7/17 � 10:00～ 16:00「有松・鳴海絞」「美濃和紙」

7/24 � 10:00～ 16:00「伊勢型紙」「伊勢根付」
7/30 � 10:00～ 16:00「豊橋筆」「漆芸」
7/31 � 10:00～ 16:00「伊勢一刀彫」「伊賀組紐」
※時間については、変更になる場合がございます。ホームページ等でご確認ください。

完　売


