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シュトゥットガルト室内管弦楽団 
with ワルター・アウアー

体験イベント、

野外ライブ、屋台・・・
今年もOKBふれあい会館に

熱い夏がやってくる！ 

ふれあいサマーフェスティバル
2018

※映画は13:00～

15：00
10/7（日）

22土
9
15:00

カーネーションと菊
「音楽の花束」オルガン･コンサート

©Berta Delgado©Berta Delgado

15日
14：00
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※イラスト ： フランスガム

子どものためのオペラシリーズ
オペラ《セロ弾きのゴーシュ》　
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２日（木）ＳＩＮＧ ３日（金）
怪盗グルーの
ミニオン大脱走

障がい者施設
展示販売
セルプ
ショップ

まちの
保健室

おたのしみ
抽選会

８月2日木3日金
15：00～21：00
※映画は13：00～平成30年

※悪天候の場合は、中断・中止・移動する場合があります。

※一度に入る人数
　は限られます。

暑さに負けないあつい
ライブで盛り上がろう！

親子で遊べる！
　　光と音の
　　デジタル空間

体を動かすと　絵が動くよ！

今年もメニューがいっぱい！

ポケ丸ロケットを
飛ばそう！

ビール、焼きそば、串焼き、
お好み焼き、フランクフルト、
たこ焼き、串焼き、から揚げ、
かき氷、ソフトクリーム
※悪天候の場合は、中断・中止・
　移動する場合があります。
※収益金の一部は、
「平成２８年熊本地震」
チャリティ募金として
寄付させていただきます。

かくされたヒントを探し、
謎をといて

宝を見つけよう！

アニメ映画上映

郷土屋台村

ペットボトル
ロケットを作って飛ばそう！ 

謎解き宝探し

8
今年もＯＫＢふれあい会館に、熱い夏がやってくる！！

一部、有料
催事あり入場無料（　　　）

家族みん
なで

遊びに来
てね！

①13：00～ ②16：00～

各日
15：00～
19：00

各日①15：00～②16：30～③18：00～
各30組・参加費700円
　　　※定員になり次第締め切らせていただきます。

夏休みの
工作と
思い出作りは
これで決まり！

夏休み！
体験教室

縁日・
ゲームコーナー

各日2回上映　入場無料

※催事の内容は変更となる場合があります。　また、天候などの
　都合により、やむを得ず開催を中止する場合があります。

301
中会議室

302
大会議室

屋外
イベント
広場

屋外
イベント
広場

サービス
センターから
スタート

1棟
3・4F

２Ｆ
アトリウム

２Ｆ
アトリウム

スペシャル野外ライブ！

オープニング ２日（木）17：30～
「サラマンカ少年少女合唱団ＣＯＲＯ Ｊｕｎｉｏｒ」

18：00～
ジャズ、フォーク、ポップス、
フラダンス、ヒップホップ

コロ               ジュニオール

17:00～

15:00～

15:00～

©2016 Universal Studios． 
All Rights Reserved．

©2016 Universal Studios． 
All Rights Reserved．

15：00～（催事によっては18：00～）参加無料

サラマンカホールの
妖精サーラちゃんも
遊びに来るよ！
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神聖な祈りの場で使われる幸せな楽器
　調律師として働きながらも、オルガン製作の道へ進みたい
と、故・辻宏氏の下へ弟子入りしました。親方である辻が生
涯を通してやりたかったのは“教会に楽器をつくること”で
す。教会の整った空気の中、人々は音楽を聴き、様々なこと
を感じます。オルガンはそんな祈りの場で使われる幸せな楽
器です。スペインには至る所に教会があり、街にはオルガン
の音が鳴り響いています。スペイン人にとっては暮らしに密
着した楽器とも言えるでしょう。

サラマンカホールのオルガン製作
　サラマンカホールのオルガンは、辻がスペインのサラマン
カ大聖堂のオルガンを修復したことがきっかけで作られまし
た。辻の作ったオルガンをコンサートホールに納めることが
初めてだったので、現場と白川町の工房を行ったり来たりし

ながら、設計から約5年かけて作り上げた辻渾身の楽器で
す。このオルガンは、スペイン様式とドイツ様式をうまく組み
合わせた設計になっています。パワーがあり、明るい音だ
けど力強いスペインの楽器、静かだけれど迫力のあるドイ
ツの楽器。そこの技術的な作り分けの部分が、親方の挑戦
だったと思います。

ほかでは聴きえないオルガンの音色
　サラマンカホールのオルガンは、スペイン人も「スペインの
音だ」と認めるレベルまで追求されています。ぜひスペイン
楽器の醍醐味を味わってほしいです。電気のアクションを
使わない古典的な建造方法のオルガンは、コンサートホー
ルではここだけだと思います。素晴らしい演奏者とオルガ
ン、響きの良いホールが揃って、いい音にならないはずがあ
りません。演奏会、私も楽しみにしています。

藤吉 正吾 
Fujiyoshi Shogo

　“音楽の花束 Flores de música”は17世紀に編纂された130曲を超える膨大なオルガン曲集。
日本とスペインの外交関係が樹立して、今年で150周年を迎えるにあたり、日本の国花である「菊」
と、スペインの国花である「カーネーション」で2国間を結び、記念すべきこの年に華を添えます。
出演のピラ・モントヤ・チカ氏は、サラマンカ国立音楽院教授でスペイン古楽の権威。親交の厚い
後藤香織氏とのオルガン・デュオも、両国の架け橋の一つです。

Organ  Information

カーネーションと菊

音楽の花束
［チケット］自由席500円
［発売日］6月29日（金）

2018年
9月22日（土）
15：00開演

－日本スペイン外交関係樹立1 5 0周年記念－

大人のためのスペイン・オルガンのひみつ出演者による

ラモン・フレニャック ： オルガン４手のためのロンド ト長調
パブロ・ブルーナ ： 聖母マリアの連祷のためのティエント 第2旋法
ホセ・リドン ： オルガンとロイヤルトランペットのためのソナタ 第1旋法
日本古謡 ： さくら さくら（4手のための編曲）　ほか

日本におけるオルガン建造家の草分け的存在であった辻宏氏とともに、サラマンカホールのパイプオルガンの製作に
携わった藤吉正吾さん。岐阜県加茂郡に工房を構える藤吉さんが語る、サラマンカホールのオルガンの魅力とは。

スペイン・オルガンのひみつ
サラマンカホールのオルガンを間近で見れる！！

1994年に製作され
た。北ドイツ・バロック様式に
スペイン様式を独創的に組み
込んだもの。サラマンカ大聖堂に
あるルネッサンスオルガンの複製。
パイプの数は2,997本、これに天
使たちが持っている笛を合わ
せるとちょうど3,000本と
なる。

1558年、サラマンカ
大聖堂に建造されたパイ
プオルガンは、長年の歳月によ
る傷みが激しく、長く「鳴らずの
オルガン」と呼ばれていた。
オルガンは岐阜県白川町の辻
宏氏の手によって8ヶ月かかっ
て蘇り、サラマンカ市民に
感動を与えた。

Salamanca Hall Catedral Vieja de Salamanca

Message

7月23日（月） 夏休み ！ 子どもオルガン探検

出演者からの

※無料のミニコンサートあり！

　今回、17～18世紀のスペインを代表する作曲家の作品を、
サラマンカ大聖堂にあるオルガンと同じ造りのスペイン式オルガ
ンで演奏出来るのは素晴らしいことです。
　コンサートの最後には、日本の”さくらさくら”を演奏します。
　両国の文化的な絆に貢献できることを深く感謝いたします。

ピラ・モントヤ・チカ

　2013年に初めてスペイン各地の歴史的楽器を巡り、サラマン
カ大聖堂の辻宏氏が修復したオルガンと（国立高等音楽院の
現代音楽プロジェクトの助手として）何日も過ごしました。辻氏と
の親交、サラマンカホールのスペインオルガン音楽アカデミーの
受講、2017年P.モントヤ氏との初共演など、音楽と人との出会い
に導かれる様に「カーネーションと菊」今回の機会にも恵まれま
した。色彩豊かなスペイン音楽の花でホールを満開に、ご縁に
感謝して、演奏したいと思います。

後藤 香織

プ
ロ
グ
ラ
ム

終演後に
講座を開催 ！



サラマンカホール 主催公演

［チケット］
Ｓ席3,000円、Ａ席2,000円
サラマンカメイトは一割引、学生半額、
未就学児不可、有料託児あり

発売中
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昨年好評のオール・モーツァルト・プログラムの第2弾！今年の目玉はトップ・アーティストに
よる協奏交響曲。4人のソリストと特別編成オーケストラとの共演で、プロジェクト最終日を
豪華に締めくくります。

デビューアルバムはサラマンカホールで録音。｢10年の時を経て、音楽の
育ての故郷へ帰ってこられることは心からの喜び｣と語る新倉瞳の聴きご
たえのあるプログラムで夏の夜のひと時を。

いま、わたしたちはどのような世界を生きているのか。
音楽はどのような未来を奏でるのか。音楽界の第一
線で活躍する人 と々ともに、岐阜から未来の音楽を考
える、これまでにない未来志向のシンポジウム＆スペ
シャルガラ・コンサート！

新倉瞳　
ロマンティック･チェロ･ナイト

［チケット］自由席500円

発売中
メイト指定席完売、未就学児不可

13 : 00～15 : 00
オーケストラ ・ 公開クリニック
（岐響ジュニアオーケストラ）

10 : 00～12 : 00　
フルート、オーボエ、クラリネット、
ヴァイオリン　公開レッスン
11 : 30～12 : 30
オケマンのひみつ（講座）
｢どうしてボクがオケに入ったかって？｣
13 : 00～14 : 00
受講生によるミニ・コンサート
16 : 00～
モーツァルト・ガラⅡ

夏の講習会スケジュール

［出演］
指揮 ・ フルート／工藤 重典
コンサートマスター／森下 幸路
独奏／古部 賢一（オーボエ）
　　　コハーン ・ イシュトヴァ―ン（クラリネット）
　　　吉田 将（ファゴット）
　　　日橋 辰朗（ホルン）
管弦楽／サラマンカホール･
            フェスティバル･オーケストラ
［プログラム］
モーツァルト ： アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525
モーツァルト ： フルート協奏曲第1番 ト長調 K.313
モーツァルト ： オーボエ、クラリネット、ファゴット、
　　　　　 ホルンのための協奏交響曲 
　　　　　 変ホ長調 K.297 b

［出演］チェロ／新倉瞳
　　　ピアノ／櫻井さやか

［プログラム］
サン=サーンス ： 白鳥
シューベルト ： アルペジオーネ
　　　　　  ソナタより 第1楽章
ラフマニノフ ： ヴォカリーズ
ポッパー ： ハンガリアン狂詩曲　ほか

［出演］作曲、ピアノ／一柳慧
　　　笙／宮田まゆみ
　　　クラリネット／板倉康明
　　　トランペット／三浦彩夏 ほか

［テーマ］ガラ・コンサート ： 岐阜の四季と未来の音楽
　　　　シンポジウム ： 1000年後の世界にどのような
　　　　　　　　　  音楽が鳴り響いているか

［チケット］ 全自由席2,000円 
サラマンカメイトは一割引、学生半額、未就学児不可
［発売日］ 6月26日（火）

【サラマンカキッズ2018】夏休み！子どもおんがく塾夏休み！子どもオルガン探検

台本・作曲/林 光　
原作/宮澤賢治

※9/22（土）開催「音楽の花束～オルガン･コンサート」については、
　P.3をご覧ください。

15土9
14 : 00

［出演］
ゴーシュ  久野絵理
楽長  森 有世
猫  鈴木良実
かっこう  安藤風季
仔だぬき  堀江綾乃
野ねずみの母親  豊田かおり

合唱 ： サラマンカ
　　　少年少女合唱団
ピアノ ： 重左恵里
演出 ： 加藤直　　
音楽監修 ： 倉知竜也

［チケット］全自由席
一般 2,000円、高校生以下 500円

発売中

サラマンカメイトは一割引（一般のみ）、
未就学児不可、有料託児あり

子どものためのオペラシリーズ

オペラ《セロ弾きのゴーシュ》
今年は９月に開催

！！

15日7
16 : 00

5木
7
19 : 00

サラマンカホール夏の特別プロジェクト2018
モーツァルト・ガラⅡ

ⓒ土居政則ⓒ土居政則

ⓒ読響ⓒ読響 ⓒ読響ⓒ読響

ⓒ土居政則ⓒ土居政則

7/15（日）

7/14（土）

ぎふ未来音楽展20189日
9
14 : 00

ここからはじまる、音楽と未来の冒険！

ⓒKoh OkabeⓒKoh Okabe

7/23（月）オルガン探検＋ミニコンサート
8/ 6（月）ピアノの仕組み～調律師が見せるピアノの中身
8/20（月）ダンス体験～ステージで踊るワクワク感を楽しんじゃおう！
8/27（月）オペラを歌ってみよう！～サラマンカホールの響きを体感しよう！
9/15（土）レセプショニスト体験とオペラ「セロ弾きのゴーシュ」観賞

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

［締切］6/30（土）必着
※詳細・応募方法は、サラマンカホールのホームページまたはチラシをご覧ください。

7/23（月）
14:00～14:30　オルガンミニコンサート 【入場無料】
　　　　　　　※申込不要。当日ホールへお越しください。
14:30～15:30　オルガン探検【限定60名】※要申込
15:30～16:00　パイプオルガン演奏体験【限定10名】※要申込

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

［締切］6/30（土）必着
※詳細・応募方法は、サラマンカホールのホームページまたはチラシをご覧ください。

※イラスト ： フランスガム

ガラ・コンサート
14:00～

シンポジウム
16:00～

誰よりも林光と共にオペラ「セロ弾きのゴーシュ」を手掛け
た演出家 加藤直だからこそできる演出でお届けします。
メイン出演者6名が全員女性という、今までにない新しい
演出で行われる1日限りの公演です。是非お越しください。

　賢治さんの話の多くが読
む度に新鮮で刺激的で、そし
てさらにそれを他人に語りた
くなるのは何故だろう？
　いつの時代にも追っても
追っても辿り着けない「自由」
がある。林光さんはその楽し
くて切なくてちょっぴり淋しい「時代の冒険」をモ
チーフに作曲したのかもしれない。アジアやフラン
ス等の外国公演でも沢山の他者（観客）から共鳴
を受けたのもそれがわかるからだろう。
　洋の東西を問わず表現・芸能の初まりは「語り」
にあるという。
　サラマンカという素敵な劇場で新しいチームによ
る独自の語り口・オペラが、初めての観客と出会
い、今までにない「ゴーシュ」になることを緊張しな
がら期待しています。

演出家　加藤直

公開稽古見学者募集！
日時／2018年8月29日（水）18：30～21：00
会場／サラマンカホール
お問い合わせ・お申込み／
ホール事務室058-277-1113

ワークショップも
あります
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「羊と鋼の森」を歩く

7/30（月）「五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル 2018」は完売となりました。 ありがとうございました。

2日
12
15:00

［出演］作家／宮下奈都　調律師／外山洋司
　　　ピアノ／金子三勇士　ナビゲーター／浦久俊彦

［プログラム］
ショパン ： 即興曲第4番嬰ハ短調op.66｢幻想即興曲｣
ベートーヴェン ： ピアノ ・ ソナタ第14番嬰ハ短調op.27-2「月光」　ほか

パイプオルガンで聴く
スクリーン＆クリスマスソング
クリスマス オルガン
POPSコンサート

［チケット］ 自由席500円
未就学児不可、メイト指定席あり［180席限定］

［発売日］9月19日（水）

7金
12
19:00

サラマンカホールの
クリスマス物語2018
オペレッタ《こうもり》の
クリスマスパーティーへようこそ

［チケット］自由席1,000円 
学生半額、未就学児不可、メイト指定席あり［120席限定］

［発売日］9月19日（水）

24
月●

12
14:00

［出演］ゲスト出演／松波千津子、城 宏憲
オルロフスキー／田中祐衣
アイゼンシュタイン／杉浦孝治
ロザリンデ／日比野 景　アデーレ／今尾奈々
合唱／サラマンカホール・クリスマス合唱団
弦楽四重奏／サラマンカホール ・ レジデント・カルテット
指揮／倉知竜也
ピアノ／重左恵里

オペレッタ《こうもり》をベースにしたサラマンカホール
オリジナル物語。

調律師と彼を取り巻く世界を温かい筆致で描いた、2016年
本屋大賞受賞作｢羊と鋼の森」。その作者である作家本人と、
国内外多くのステージで調律を手掛ける調律師、そして日本と
ハンガリーの血を引く大人気ピアニストによる、トークセッション
とピアノ・リサイタル。知られざる｢調律｣の世界と音楽のかかわ
りについて知る、素敵なひととき。

名古屋フィルハーモニー
交響楽団
岐阜特別公演

［チケット］ S席5,100円、A席3,600円、
　　　　 Y席1,000円（25歳以下、当日券のみ）

［発売日］サラマンカメイト　7月18日（水）
            一般　　　　　　7月25日（水）

サラマンカメイトは一割引（S、A席のみ）、未就学児不可

10土11
16:00

イギリス出身の指揮者が、名フィルとの4回目の共演で満を持
して挑む英国プログラム！サラマンカホールが、英国の空気で
満ち溢れます。

石原佳世・岡崎章
ピアノ･デュオ
ロシア･ルネサンス
～銀の時代からの手紙

［チケット］ 自由席500円

［発売日］8月8日（水）
未就学児不可、メイト指定席あり［180席限定］

1木
11
19:00

［プログラム］ストラヴィンスキー ：《春の祭典》（連弾版）より
　　　　　 第1部“大地礼賛”（抜粋）ほか

2年ごとにサラマンカホールで行われている「手紙シリーズ」。
3弾目は19世紀末から20世紀にかけてのロシアで“終焉と革
命”に向き合った音楽家たちの作品をロシア文学の朗読でつ
づります。

サラマンカホールのパイ
プオルガンで奏でる映
画音楽とクリスマスキャ
ロル。変幻自在な音色
はまるでオーケストラと
合唱団！

サラマンカホール・
レジデント・カルテット
第2回定期演奏会

［チケット］ 自由席500円

［発売日］8月22日（水）
未就学児不可、メイト指定席あり［180席限定］

20火
11
19:00

［出演］指揮／ロリー・マクドナルド　ヴァイオリン／郷古廉*
［プログラム］
ヴォーン ・ ウィリアムズ ： グリーンスリーヴズによる幻想曲
ブルッフ ： スコットランド幻想曲 作品46*
エルガー ： ためいき 作品70
エルガー ： エニグマ変奏曲 作品36

2年目を迎えるサラマンカホール・レジデント・カルテット。
今年は宗次ホールでのコンサートや三重県鈴鹿市に招
かれてのコンサートなど、対外的にも活動の場を広げ、弦
楽四重奏のたのしさを広めてきた2年間でした。

ⓒReiner-PfistererⓒReiner-Pfisterer

ⓒ Benjamin Ealovegaⓒ Benjamin Ealovega ⓒ Hisao Suzukiⓒ Hisao Suzuki

［チケット］ S席6,500円、A席4,500円

［発売日］
サラマンカメイト　7月 6日（金）
一般　　　　　  7月13日（金）

7日
10
15 : 00

［プログラム］
モーツァルト ： アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525
プロコフィエフ ： フルート・ソナタ ニ長調 作品94（弦楽伴奏版）
バーバー ： 弦楽のためのアダージョ 作品11
チャイコフスキー ： 弦楽セレナード ハ長調 作品48

サラマンカメイトは一割引、学生半額、未就学児不可、有料託児あり

シュトゥットガルト室内管弦楽団 
with ワルター・アウアー

ヨーロッパを代表する名門室内楽団と、ウィーン･フィル首席フ
ルート奏者がサラマンカホール初登場。弦楽合奏曲の王道
と、名フルーティストとの共演に乞うご期待。

［チケット］ S席4,000円、A席2,000円

［発売日］サラマンカメイト　9月  5日（水）
　　　　一般　　　　　　9月12日（水）

サラマンカメイトは一割引、学生半額、
未就学児不可、有料託児あり

振

サラマンカホールチケットセンターチケットの
予約・お問合せ 年会費2,000円サラマンカメイト

会員募集中！058-277-1110
①新規入会・継続の方にもれなく500シリーズのチケットプレゼント
（2018年度限定特典）　②チケットの割引・先行販売　③500シ
リーズも指定席でラクラク　④最新コンサート情報のお届けサラマンカホール 検 索

ⓒ堀田芳香ⓒ堀田芳香

ⓒNaoko NagasawaⓒNaoko Nagasawa

［出演］
オルガン／石丸由佳

［プログラム］
ディズニーメドレー
オーバー ・ ザ ・ レインボー
ムーン ・ リバー　など

［語り］小菅絋史



サラマンカホール コンサートカレンダー

チケットセンター
　058-277-1110

14（土）

15（日）

サラマンカホール夏の特別プロジェクト2018 

13：00 オーケストラ公開クリニック

10：00 公開レッスン
　　　 フルート/オーボエ/クラリネット
 　　　 /ヴァイオリン ※ホワイエほか

11:30 オケマンのひみつ
　　　 ｢どうしてボクがオケに
　　　 入ったかって？｣ ※リハーサル室

13:00 受講生によるミニコンサート

16:00 ファイナルコンサート 
　　　 モーツァルト・ガラⅡ

無料

無料

聴講無料
※要申込

聴講無料
※要申込

（先着60名）

S席3,000円
A席2,000円
学生半額

「カーネーションと菊」
 音楽の花束～オルガン･コンサート

自由席
500円

ウィーン岐阜管弦楽団
（平光）
　058-383-7335

15：00開演
22（土）

6

7月 July
日程 公演名 料金 問い合わせ先

大阪音楽大学同窓会《幸楽会》
第55回幸楽会岐阜支部演奏会 2,000円

大阪音楽大学同窓会
《幸楽会》岐阜支部（中村）
　090-1756-596316：00開演

5（日）

サラマンカキッズ2018
夏休み！子どもおんがく塾②

第48回富田学園ギター・マンドリン部
定期演奏会

※当選者のみ

無料

ホール事務室
　058-277-1113

富田学園
ギター・マンドリン部（増井）
　058-248-2556

14：00
6（月）

13：00開演
9（木）

アンサンブル“ポポロ”
（高瀬）
　058-382-7237

アンサンブル“ポポロ”第4回演奏会 無料
※要整理券14：00開演

11（土・祝）

市川音楽教室（市川）
　058-294-0812市川音楽教室サマーコンサート 無料

10：00開演
12（日）

Ensemble Kiika
（三田村）
　090-1785-7362

Ensemble Kiika 5th Concert 
with 合唱団Rinte

一般1,000円
高校生以下500円14：00開演

19（日）

ホール事務室
　058-277-1113

サラマンカキッズ2018
夏休み ！ 子どもおんがく塾③ ※当選者のみ

14：00
20（月）

ホール事務室
　058-277-1113

サラマンカキッズ2018
夏休み！子どもおんがく塾④

※当選者のみ
14：00

27（月）

公演会事務局（河村）
　090-1784-2017

リスト音楽院の在学生が贈る
2台ピアノによるピアノ協奏曲の夕べ 2,000円

18：00開演
25（土）

http://www.katch.ne.jp/
tomo-nakane/gcmo/

岐阜シティマンドリン合奏団
第30回定期演奏会

岐阜シティマンドリン合奏団前売1,000円
当日1,500円
学生100円14：00開演

26（日）

グレンツェンピアノ研究会
　0995-22-4158

第28回グレンツェン
ピアノコンクール岐阜予選 無料

10：30開演
21（火）

㈱松栄堂楽器
（大井）
　058-265-0481

松栄堂楽器創業100周年記念コンサート
城宏憲（テノール）・中桐望（ピアノ）

前売2,500円
当日3,000円14：00開演

18（土）

第16回 長進学苑音楽会 無料 長進学苑（虫賀）
　090-4853-280513：00開演

8（日）

長良高校コーラス部
第29回定期演奏会 無料

長良高等学校コーラス部
（勝野）
　058-231-118618：30開演

8（日）

Musik Freude Freude
 ～声楽と器楽の演奏～ 無料

Musik Freude Freude
（村上）
　090-7036-827018：00開演

16（月・祝）

MUSICA VIVA
（ムジカ ヴィーヴァ）
（宮腰）
　058-274-1743

岐阜県立加納高等学校音楽科
第32回定期演奏会 無料

加納高等学校音楽科
（中村）
　058-271-043114：00開演

16（月・祝）

歌とピアノで綴る 
MUSICA VIVA CONCERT 
エチュード（練習曲）だってス・テ・キ！

無料
14：00開演
21（土）

2018ミュージックギフト
スコラーズ岐阜第6回定期演奏会 2,000円

14：30開演
22（日）

うた・ふぐるま第14回演奏会 1,500円 うた・ふぐるま（太田）
　0584-22-0296

スコラーズ岐阜
（桐山）
　090-9260-1365

14：00開演
28（土）

ぎふ・リスト音楽院
マスターコンサート2018 一般2,000円

（公財）岐阜県教育文化
財団（吉川）
　058-233-816114：00開演

29（日）

ぎふチャン テレビ五十年記念
五嶋龍 ヴァイオリン・リサイタル2018

完売
19：00開演
30（月）

カントリーブラスアンサンブル
第21回定期演奏会「新たな船出」 500円

カントリーブラス
アンサンブル（臼田）
　0574-26-522518：00開演

7（土）

自由席
500円19：00開演

5（木）

第17回 桐の響を楽しむ会演奏会
情熱の楽園中南米

新倉瞳 
～ロマンティック・チェロ・ナイト

前売2,500円
当日3,000円

桐の響を楽しむ会（小川）
　058-246-839514：00開演

1（日）

9月 September
日程 公演名 料金 問い合わせ先

貸コンサートホールのお問合せ・お申込みは… サラマンカホール事務室 Tel.058-277-1113 Fax.058-277-1119

サラマンカホール 貸館利用のご案内
ご存知ですか!?サラマンカホールのお得な利用方法
練習用貸ホールとして
利用する場合の料金は なんと、3時間 16,200円（税込）～！※

※平日の「午前」区分（9:00～12:00）で、「入場料を徴収しない」場合、かつ「ステージのみ利用」のホール利用料金。

サラマンカホールは、アコースティック・サウンドを主とした音楽専用ホールです。（全708席）音響バランスの優れたシュー
ボックス型のコンサートホールとして全国トップクラスの音響性能を備えており、一流アーティストがアルバム制作のために
録音で利用するなど、その音響効果は高く評価されています。

2018年6月8日（金）現在の情報です。※内容等、予告なく変更になる場合がございますので、主催者にご確認ください。※公表をご希望された方のみ、掲載しております。

岐阜ジュニア吹奏楽団 
第37回定期演奏会

無料
※要整理券

岐阜ジュニア吹奏楽団
（木村）
　090-2134-937114：00開演

1（土）

Blillante Harmony
第5回発表会 無料

Blillante Harmony
（山田）
　080-6911-938311：00開演

16（日）

第10回 
夢のプロオーケストラとの協演

前売1,000円
当日1,500円

東長良中学校吹奏楽部
（大川）
　058-294-1782

14：15開演
24（月・振）

岐阜市立東長良中学校吹奏楽部演奏会
第11回わが部発表会 無料

14：00開演
29（土）

日程 公演名 料金 問い合わせ先

玉護音楽教室ピアノ発表会 無料
※要整理券13：30開演

2（日） 玉護音楽教室
（玉護）
　058-271-0483

ぎふ未来音楽展2018 全自由席
2,000円14：00開演

9（日） チケットセンター
　058-277-1110

子どものためのオペラ
 ｢セロ弾きのゴーシュ｣

全自由席
一般2,000円

高校生以下500円14：00開演
15（土） チケットセンター

　058-277-1110

チケットセンター
　058-277-1110

8月August

チケットセンター
　058-277-1110

ホール事務室
　058-277-1113

23（月） 14：00 オルガンミニコンサート

14：30 オルガン探検

15:30 パイプオルガン演奏体験

無料

※当選者のみ

※当選者のみ

※当選者のみ

チケットセンター
　058-277-1110

無料
1～5
（水～日）
9：30開演

ぎふ・リスト音楽院マスターコース2018
(公財)岐阜県教育
文化財団（吉川）
　058-233-8161

無料
30～31
（月～火）
9：30開演

ぎふ・リスト音楽院マスターコース2018
(公財)岐阜県教育
文化財団（吉川）
　058-233-8161

日本スペイン外交関係樹立
150周年記念

ホール事務室
　058-277-1113

サラマンカキッズ2018
夏休み！子どもおんがく塾⑤ ※当選者のみ

13：00
15（土）

13:30 サラマンカキッズ2018 
　　　   夏休み ！ 子どもおんがく塾①

夏休み ！ 子どもオルガン探検

ホール事務室
　058-277-1113

オペラ《セロ弾きのゴーシュ》
公開稽古
「キミと一緒にオペラをもっと」

無料
※要申込18：30

29（水）

（株）河合楽器製作所 
中部支店（浅野）
　052-957-3916

2018年度カワイコンクール
中部地区大会・本選会 
第4回受賞者コンサート

1,000円
11：00開演
24（火）
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ふれあいアトリウムライブ！

ギャラリー

ランチタイムを楽しくする
ライブステージ♪

■セルプショップ
■新鮮！ふれあい市

便利な小物から美味しいスイーツまで、障がい者施設の皆さんによる心のこもった手作り商品を販売します！
県内の採れたて新鮮野菜を販売します！

会場／OKBふれあい会館2F アトリウム
時間／12：20～12：50

※商品がなくなり次第、終了します。

7月

■セルプショップ

アルパ

澤田 智美

■セルプショップ

トロンボーン

説田 千里

■セルプショップ

■新鮮！ふれあい市
■セルプショップ

ジャズ

中川ワールド

フルート＆ピアノ

奏楽～ＳＯＲＡ～

■華道ギャラリーのご案内

会場／OKBふれあい会館２Ｆアトリウム
時間／9：00～21：30（開館時間中）
※展示の初日と最終日は時間が変更になる場合がございます。

 開催日 　　　　　　　　　　　出瓶者

 開催日 　　　　　　　　　　　出瓶者

■県民ふれあいギャラリーのご案内

出展者募集
（出展無料）

ふれあい 

10：00～15：00

9月22日（土）12:20～12:50
濱島 秀行（ヴァイオリン）

7/  2（月）～9/  2（日）

9/  3（月）～9/  9（日）

9/10（月）～9/16（日）

9/17（月・祝）～9/23（日・祝）

9/24（月・振）～9/30（日）

華道ギャラリーはお休みします。

遠州流／岩田 傅

嵯峨御流／川嶋 牧甫

未生流／高木 しづ子

池坊（岐阜）／近藤 幸子

第3回シティタワー４３写真教室展

ちぎりあーと・デンシキリ絵２人展

なつかしい民話の世界 イラスト展
～昔話の妖に会いに行こう～

ふれあいサマーフェスティバル

水資源・水循環パネル展

第十八回平成の円空彫展

写真展「四季」

写友光望写真展

フォト監写真展

「キャノンフォトクラブ岐阜」写真展

パネル展「あなたに知って欲しい“結核”のこと」
「あなたに知って欲しい“がん”のこと」

7/  9（月）～7/15（日）

7/16（月・祝）～7/22（日）

7/23（月）～7/29（日）

7/30（月）～8/ 5（日）

8/  6（月）～8/12（日）

8/20（月）～8/26（日）

8/27（月）～9/ 2（日）

9/ 3（月）～9/ 9（日）

9/10（月）～9/16（日）

9/17（月・祝）～9/23（日・祝）

9/24（月・振）～9/30（日） 詳しくは、ＯＫＢふれあい
会館ホームページまたは、
募集チラシをご覧ください。

絵や写真などのオリジナル
作品を出展してみませんか？

10火

17火

24火

3火

アトリウムライブスペシャル！

9月

■セルプショップ

合唱

ユメミ・ドール 

■セルプショップ

フルートアンサンブル

フラウタース

■セルプショップ

弦楽アンサンブル
Ensemble 
Bourree
(アンサンブル ブーレ）

■新鮮！ふれあい市
■セルプショップ

篠笛
心音舎
金華篠笛の会

4火

11火

18火

25火

いけ花展

8月

■セルプショップ

ピアノ連弾

聖徳’Ｓ

■セルプショップ

コーラス

サラマンカ
少年少女合唱団
CORO Junior
(コロ・ジュニオール)

■新鮮！ふれあい市
■セルプショップ

ピアノ弾き語り

ついき さとみ

7火

21火

28火

9/21㊎～22㊏

入場
無料

入場
無料

10/1㊊～28㊐



※催事内容は告知なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

ふれあい子育てひろば・チコチ
カは、プロのスタッフのもと、子ど
もが安心しておもいっきり遊べ
る施設です。こどもたちの遊び
場のほか、子育ての相談や、旬
な情報も発信します。

058-277-1180
OKBふれあい会館2F サービスセンター

カフェ ピッコロ

便利に使える貸し会議室17室  ！！
用途・規模に合わせてご利用できます。こんな目的で使いたい ！ など、ご要望
がございましたらお気軽にサービスセンターまでお問い合わせください。

貸し会議室

058-277-1114FAX

大会議室（最大360人） ………………
小会議室（最大36人）……………………
和室会議室（30人程度）…………………

19,400円
2,480円
3,890円

一例（9:00～12:00の場合）

野菜＆フルーツジュース　400円
・ ブルーベリー＆クランベリー
・アロエ＆グレープフルーツ
・緑黄色野菜

●利用料/一家族3００円（ぎふっ子カードの提示で100円引き） 
●入館対象/乳幼児～小学校３年生 ※必ず保護者が同伴してください 
●営業時間/10:00～16:00　●休業日/金・土曜　●TEL/090-4408-0562

1棟2F

2棟2F

●営業時間/
平日9：00～17：00（L.O：16：30）
土日祝10:00～14：00（L.O：13：30）
●ＴＥＬ/058-277-1166

〒500-8833　岐阜県岐阜市神田町 1丁目 8-3
TEL.058-265-0481　FAX.058-262-1931　http://www.shoeidogakki.com

■交通アクセス
公共交通機関

自 動 車

●JR岐阜駅（北口）より
　「岐阜バス」で約20分
●名鉄岐阜駅より
　「岐阜バス」で約25分
●JR西岐阜駅（南口）より
　約2km
「西ぎふ・くるくるバス」で
　約12分
●JR東海道本線・名古屋駅から
　西岐阜駅まで約23分

●JR東海道新幹線・岐阜羽島駅
　および名神高速道路・
　岐阜羽島ICより
　車で約20分
●無料駐車場あり
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県庁

市科学館
県美術館

県図書館

至新幹線羽島駅
至名神高速岐阜羽島IC

至大垣
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長良大橋
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サラマンカホール

チケットのお問合せ・お申込み

〒500-8384 岐阜市薮田南5丁目14番53号

FAX

も要チェック

058-277-1110

058-277-1113
貸コンサートホールのお問合せ・お申込み

058-277-1119

FAX058-277-1180
貸会議室のお問合せ・お申込み

058-277-1114

058-277-1111 058-276-1701FAX

http://www.gifu-fureai.jp
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