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サラマンカホール

このコンサートが、日常生活の潤いの一つとなれば幸い
̶̶  舞踊家 谷口裕和 スペシャルインタビュー

特集 ● スペシャルインタビュー



―― 料亭の文化が僕を育ててくれた

　高山の家が料亭でしたので、子どもころから芸妓衆の踊りを見ていました。
板場はどちらかというと魚臭いというか生臭かったんですが、芸妓衆がいる
部屋はいい匂いでしたから、いつもそちらに入り込んでいたんです（笑）。
それで、いつの間にかに踊りが好きになり、気が付いたら踊り始めていました。
　親族もお店に働く人皆も私が踊りをやることを応援してくれましたし、料理
長であった父は東京とかに出張すると、扇子をお土産に買ってきてくれたり
して、わたしが好きなことはやらせてくれたのですね。ですから料理人の父
を継がないといけないという縛りもなく、自然に踊りに入っていきました。

―― やはり、高山という土地柄もあったのでしょうか

　そうですね、高山は旦那衆の街で、高山祭にみられる豪華な屋台を
作る財力がありましたから、文化が育ったんでしょうね。
　高山は峠に囲まれていますから、峠を越えるときに要らないものは持っ
ていくのが大変だから、良いものしか越えてこないわけです。それで峠を
越えて文物が江戸や京都から届いてきたわけです。
　それに江戸幕府の直轄地であったので、京都というより江戸の文化で
すね、高山は。だから僕も「江戸」に行ったわけですよ。

―― 高山の西川流で手ほどき、東京に出て
　　人間国宝西川扇藏に内弟子修行なされたわけですね

　そうです。その後、歌舞伎の振付師でもあった梅津貴昶先生についた
のですが、梅津先生に習ったことが人生を変えたというか、わたしの感性
を育てたと思います。
　特別な衣裳を着けない「素踊り」というものを追求していくことになった
のと、流派にとらわれない「一代」で踊っていく姿勢ですね。

―― 素踊りの魅力とは

　例えば、お茶会も軸だけ見れば今日はどういう茶会かということが、
客はわかるわけですよ、無言でもね。
　素踊りというのも「無言」で語れるわけですよ、「藤娘」の格好で出てくれ
ば「ああ藤娘だ」とわかってしまう、そうじゃなくて、足の運び、手の動きといっ
たそぎおとされた動きの中に日本舞踊の真髄を見て欲しいと思っています。

―― 今回は、パイプオルガンとの共演もあります

　パイプオルガンも古典のものだし、パイプオルガンの音色で踊ったら、新し
い日本の情景が見えてくると思うんです。高山には古い家が多くあるのです
が、そこの座敷に北欧の家具を置いても合うわけです。むしろ新しい世界
観がでてくる。
　実は、岐阜市で踊るのは2回目で
す。最初は、十六銀行さんの140周
年の時に岐阜の芸妓衆が地方（演
奏）をつとめてくださって三番叟を
踊ったことはあるのですが、ホール
で踊るのは初めてなんです。
　サラマンカホールはクラシックホー
ルですが、西洋と日本の古典に壁
はないと思っています。洗練された
上質なもの同士は合うんです。

P R O F I L E
昭和52年飛騨高山生まれ
220年以上続く料亭に育ち、人間国宝西川扇藏（せんぞう）、梅津
貴昶（たかあき）に師事し、２６歳の時、流派に所属しない舞踊家と
して、本名にて活動をはじめ、東京と飛騨高山を拠点に一門の
『菁風会』を主催。
毎年国立大劇場やGINZA SIXなどで「谷口裕和の会」を開催。
「京鹿子娘道成寺」「鷺娘」「種蒔三番叟」「関の扉」「吉原雀」
「二人椀久」などを上演。紋付き袴姿で踊る素踊りを得意とし、
一番シンプルでありながら、大変に技量が問われる芸に定評がある。
歌舞伎俳優市川中車をはじめ、未来の歌舞伎の担い手もある片岡
千之助、市川團子、また俳優、女優、芸者と広い分野で指導に
勤める。
2021年１月新橋演舞場での「海老蔵歌舞伎」では市川ぼたんの
「藤娘」海老蔵（現團十郎）・歡玄（現新之助）による「橋弁慶」の
指導。
2021年３月大阪、京都カルティエアンバサダー片岡千之助「一調
一管 石橋」振付。2022年３月熊本八千代座「雨の五郎」市川
勸玄（現新之助）、「手習子」市川ぼたん指導。

◆公演情報

歌舞伎舞踊～静と動の妙
「素踊りの名手」谷口裕和の世界

2023年1月28日（土）14:00開演
［出演］舞踊：谷口裕和　長唄：松永忠次郎 松永忠一郎 連中
鳴物：堅田新十郎 社中　笛：福原寛
パイプオルガン：大平健介　解説：葛西聖司
［プログラム］長唄／七福神
創作／森羅凱風 SHINRA GAIFU パイプオルガンで舞う
長唄／船弁慶～静と知盛～
［料金］全席指定 S席5,000円、バルコニー席2,000円
※学生半額、サラマンカメイト1割引　※未就学児の入場はご遠慮ください。
※車いす席は、サラマンカホールチケットセンターのみの取り扱いです。
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サラマンカホール　主催公演

　※チケットのお求めはインターネット予約の「サラマンカ・オンラインチケット」で。発売日や公演開催日は窓口や電話が大変混み合うため特におすすめです。待ち時間の無いストレスフリーの「サラマンカ・オンラインチケット」をぜひご利用ください。
※就学前のお子さまの同伴・入場は、特別に記載のある公演を除きご遠慮いただいております。　※曲目・出演者等が変更になる場合があります。

2022年12月14日（水）現在の情報です。チケットをお求めの際は、販売状況をサラマンカホールチケットセンター（TEL.058-277-1110）までお問い合わせください。

あかちゃんも あかちゃんのママも あかちゃんの
パパも あかちゃんのおニイちゃんも あかちゃんの
おネエちゃんも おばさんも おじさんも ジイさんも 
バアさんも きっとたのしい！

歌舞伎舞踊 ～静と動の妙～シリーズ 日本の古典

義経を慕う静の哀しみと、義経への怨みを晴らそうとする
知盛の霊、一人で二役を踊り分ける舞踊の大作「船弁慶～
静と知盛」（長唄囃子連中）。パイプオルガンで舞う圧巻の
創作舞もお楽しみに！

“天まで響く歌唱力”と高い評価を受けている岩崎宏美の歌声を、京都フィル
ハーモニーのこまやかな管弦楽に包まれて、サラマンカホールホールの深い音
響のなかで体験してください。

ふつうの女の子が“あのオペラ”の世界に
迷い込んでしまったら…。結成10周年の
COROがお届けする世界初演のオリジナ
ルミュージカル！

おしょうがつ、なにしてる？
0才からのコンサート ブンブンリボンとあそぼう！

ニュルンベルグ国際オルガンコンクール優勝。国内外で今、大注目のオルガニスト大平健介が、
ヨーロッパで磨いた感性で「愛」をテーマに、バロックから現代までの名曲の数々をお届けします。

大平健介 ヴァレンタイン・オルガンコンサート

チケット発売日　サラマンカメイト ／ 1月20日（金）  ・   一般 ／ 1月27日（金）

チケット発売日　サラマンカメイト ／ 2月24日（金）  ・   一般 ／ 3月3日（金）

［公演日］2023年2月11日（土・祝）　開場13:00　開演14:00
［料金］全席指定1,000円　※サラマンカメイトは一割引
［プログラム］G.ムファット：オルガニストのための曲集より シャコンヌ、J.S.バッハ：幻想曲 ト短調 BWV 572　ほか

中部フィルハーモニー交響楽団 岐阜特別演奏会

バロックから現代までの愛の調べを聴く“ちょこっと”贅沢なひととき

ニューイヤーコンサート 音楽の福袋 第12弾！

Ⓒ平舘平

ⒸMika Ninagawa

ⒸShigeto Imura

［公演日］2023年1月14日（土）　開場13:00　開演14:00
［出演］指揮：横山 奏　管弦楽：中部フィルハーモニー交響楽団
［料金］プラチナ席5,500円、S席4,500円、A席3,500円
※サラマンカメイトは一割引
学生券1,000円　※当日指定（中部フィル事務局のみの取り扱い）
［プログラム］ シューベルト：歌劇「サラマンカの友人たち」序曲
モーツァルト：交響曲第41番「ジュピター」
オッフェンバック：オペレッタ「天国と地獄」序曲
エドワルド・シュトラウス：ポルカ「テープは切られた」
ヨーゼフ・シュトラウス：ポルカ「小さな風車」、ヨハン・シュトラウス2世：ワルツ「南国のバラ」
ヨーゼフ・シュトラウス：鍛冶屋のポルカ、ヨハン・シュトラウス2世：「チク・タク・ポルカ」
レハール：ワルツ「金と銀」

永遠のマドンナの歌声をオーケストラで

京都フィルハーモニー室内合奏団 with 岩崎宏美

［公演日］2023年2月25日（土）
開場14:00　開演15:00
［出演］ヴォーカル：岩崎 宏美　指揮：井村 誠貴
管弦楽：京都フィルハーモニー室内合奏団
［料金］S席6,000円、A席5,000円
※学生半額、サラマンカメイトは一割引
［プログラム］ロマンス※
シンデレラ・ハネムーン※、思秋期※
夢やぶれて（「レ・ミゼラブル」より）※
リムスキー＝コルサコフ/スペイン奇想曲　ほか
※Vo.岩崎宏美

「チャイコフスキー国際コンクール」優勝から20年
円熟の妙技でピアノ協奏曲2曲を披露！

大阪フィルハーモニー交響楽団
第46回岐阜定期演奏会

音楽評論家 奥田佳道氏によるプレトークもお楽しみに！　17:10～

［公演日］2023年1月28日（土）　開場13:00　開演14:00
［出演］舞踊：谷口 裕和　地方：松永忠次郎、松永忠一郎　ほか
パイプオルガン：大平 健介　解説：葛西 聖司（古典芸能解説者）
［料金］S席5,000円、バルコニー席2,000円
※学生半額、サラマンカメイトは一割引
［プログラム］ 長唄 七福神、創作 森羅凱風 SHINRAGAIFU パイプオルガンで舞う
A.ヴァメス：鏡 ～ B.マッター：コラール「われ神より離れず」による幻想曲 ～ K.ヨハンセン：賛美

長唄 船弁慶 ～静と知盛～

［開催日］2023年1月7日（土）　開場13:30　開演14:00
［講師］葛西 聖司（古典芸能解説者）
［料金］全自由席500 円
［定員］ 80名限定　［会場］ OKBふれあい会館 3F 301中会議室

今年はブンブンリボンの舞台に“お餅つき”が乱入します。お楽しみに！
コンサートにご来場の皆様にはお持ち帰り用のお餅をお配りします。

恒例！餅つき大会

シリーズ日本の古典 文化講座　葛西聖司の最新！歌舞伎事情

［対象］岐阜県内の小中高校に在籍する児童生徒とその保護者

［申込期間］2022年12月16日（金）～2023年1月27日（金）必着
どちらも参加無料です。詳細・申込方法は募集チラシまたはサラマンカホールホーム
ページをご覧ください。

公開リハーサル　14:00～16:00

［対象］小学4年生～6年生　募集人数：8名程度（先着順）
子どもアート体験～オーケストラ公演ができるまで～　10:30～12:00

サラマンカホール 鏡開き‼　開場時に鏡開きを行います。

チケット発売中

チケット発売中

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 第一コンサートマスター
として、またソリストとしてその美しい音色と巧みな技術で世
界中を魅了し続けるシュトイデがサラマンカホール初登場！

フォルクハルト・シュトイデ ヴァイオリンリサイタル
ウィーンフィルコンサートマスターが奏でる

チケット発売日　サラマンカメイト ／ 1月16日（月）  ・   一般 ／ 1月23日（月）

未来を担う若いピアニスト、亀井聖
矢さんの凱旋リサイタルが緊急開
催決定！

亀井聖矢 凱旋ピアノ・リサイタル
ロン＝ティボー国際コンクール 第１位受賞記念

チケット発売中

チケット発売中

「宮澤賢治さん。あなたが亡くなってから90年もたつのに、あなたの作品が教
科書にのっていること、知っていますか？」

宮澤賢治と音楽宇宙　宮澤賢治のみた夢

［公演日］2023年4月27日（木）開場18:00　開演19:00
［出演］ヴァイオリン：波馬 朝加　チェロ：小野田 遥子　ピアノ：亀井 聖矢　歌・朗読：蛭牟田 実里
［料金］全席指定1,000円　※サラマンカメイトは一割引
［プログラム］亀井聖矢：「原体剣舞連（仮称）」（初演）、ドビュッシー：月の光、杉原泰蔵：風の又三郎、
久石譲：風の伝説（風の谷のナウシカより）、バッハ：無伴奏チェロソナタ第一番プレリュード　ほか

［公演日］2023年6月13日(火)開場18:00　開演19:00
［出演］ヴァイオリン：フォルクハルト・シュトイデ　ピアノ：三輪 郁
［料金］S席4,000円、A席2,000円　※学生半額、サラマンカメイトは一割引
［プログラム］モーツァルト：ヴァイオリンソナタ ニ長調 K.306 
ブラームス：ヴァイオリンソナタ 第２番 イ長調 op.100

オルガニスト大平健介さんによるマンツーマン指導でオルガン演奏の基礎を
じっくり学ぶことが出来ます。

チケット発売日　サラマンカメイト ／2月3日（金）  ・   一般 ／ 2月10日（金）

ピアノが誕生しておよそ300年。人の奏でた歴史
は楽譜や音源や映像としてインターネット上で生
命の海を形成している。落合陽一と小川加恵が計
算機と古楽器によって音楽の生命の躍動を表現
し、映像と音楽の新たな美の境地を描く。

古楽器×メディアアートの協演。
音楽ホールの新時代、新しいアンサンブルによる「新感覚」を体感！
ピアノフェス  落合陽一×小川加恵
計算機と古楽器で奏でる音楽会 ～未知への追憶～

大平先生のオルガン塾　～パイプオルガンワークショップ～

❖ 気軽にプロフェッショナル

※特別授業～シリーズ3は、2023年1月13日（金）チケット発売開始！
オトナの課外授業　（受講料：自由席　各回500円）
新しいシリーズが始まります。

［公演日］2023年5月21日（日）　開場14:00　開演15:00
［出演］演出：落合陽一（メディアアーティスト）
チェンバロ、フォルテピアノ：小川加恵
［料金］S席4,000円、A席2,000円
※学生半額、サラマンカメイトは一割引
［プログラム］
ベートーヴェン：ピアノソナタ ニ長調 作品28「田園」、
シューマン：「謝肉祭」作品9より 　ほか

［日程］①2023年5月29日（月）、6月19日（月）、7月10日（月）
　　　②2023年9月25日（月）、10月16日（月）、11月6日（月）
［対象］ピアノなどの鍵盤楽器を学ぶ方、3回のレッスンに全て参加できる方
［講習時間］1人あたり約30分　［募集人数］6名　［受講料］10,000円（3回分）
［講師］大平 健介　［申込締切］2023年4月16日（日）必着

［特別授業］3月25日（土）14：00～16：00
　伊東豊雄「建築家と考える文化と自然」
［シリーズ1］4月8日（土）14：00～16：00
　吉成信夫「いま、宮澤賢治さんが生きていたら」
［シリーズ2］5月26日（金）14：00～15：30
　中野振一郎（チェンバリスト）
　「音楽で描く肖像画」
［シリーズ3］6月4日（日）14：00～16：00
　奥田佳道「ウイーンフィルのお話」
［シリーズ4］7月14日（金）
　フリーコンサート
　「古澤巖 カルテットを聴いてット！」（無料）

［シリーズ5］8月26日（土）
　ひびのこづえ（コスチュームアーティスト）
　ワークショップ
［シリーズ6］10月（予定）
　大倉源次郎
　（大倉流小鼓方十六世宗家 人間国宝）
［シリーズ7］11月（予定）
　岡田暁生「すごいジャズには理由がある」
　ジャズピアニスト（フィリップ・ストレンジ）
　の演奏付き
［シリーズ8］2024年1月（予定）
　木場大輔（胡弓奏者）「胡弓の魅力」

チケット発売中

チケット発売中

チケット発売日　2023年1月13日(金)

［公演日］2023年3月26日（日）　開場14:00　開演15:00
［出演］サラマンカ少年少女合唱団 CORO Junior　指揮：岩崎 有子　ピアノ：谷川 賢作
パーカッション：岩崎 愛子　シンセサイザー：虫賀 太一
［料金］全自由席500円　※幼児のひざ上鑑賞はチケット不要。（ただし、大人1名につきお子様1名）

［公演日］2023年3月12日（日）
開場16:00　開演17:00
［料金］全席指定
S席 3,000円、A席 2,000円
※学生半額、サラマンカメイトは一割引
［プログラム］ラヴェル：ラ・ヴァルス ほか

ミュージカル マ★テ★キ
サラマンカ少年少女合唱団 COROJunior 第10回定期演奏会

台本演出：後藤 卓也　作曲：谷川 賢作

※詳細、申込方法はサラマンカホールのHPまたはチラシをご覧ください。　※聴講無料（申込不要）

※詳細・申込方法は決定次第、サラマンカホールホームページまたは募集チラシにてご案内します。

参加者募集　 申込締切 ／2月26日（日）

［日時］3月29日（水）　［講師］今村 初子

［日時］3月27日（月）　13:30開場
［出演］オルガン演奏：今村 初子　ナビゲーター：阪野 真結子

14:00-16:00

18:00-20:00

14:00-14:30
14:40-15:40

オルガンミニコンサート（無料）
オルガン探検（無料・要申込・定員60名）

参加者募集　 申込締切 ／2月26日（日）

春休み！ 子どもオルガン探検

［公演日］2023年1月4日（水）　開場13:00　開演14:00
［出演］ヴォーカル：宮嵜文（ブンちゃん）　ピアノ・キーボード：岡島紗央里（サオリン）
パーカッション：岩月香央梨（カオリン）
［料金］全席指定500円　※幼児のひざ上鑑賞はチケット不要。（ただし、大人1名につきお子様1名）
［プログラム］さんぽ、幸せなら手をたたこう、こちょこちょ虫のこちょたろう
リトル･マーメイドより「パート･オブ･ユア･ワールド～アンダー･ザ･シー」、ありがとうの花　ほか

鍵盤楽器を学んでいる方を対象としたオルガン
指導を個人レッスン形式で行います。「大平健介
ヴァレンタイン・オルガンコンサート」の公演チ
ケットをご購入いただいたお客様に限り、無料
で聴講いただけます。

終演後「おとなのためのオルガン講座
～オルガンワークショップ～」開催！

Ⓒai ueda

ⒸT.Tairadate Ⓒタカオカ邦彦

ⒸHikaru Hoshi

Ⓒ武藤章

写真：田口真佐美

［公演日］2023年3月4日（土）　開場16:30　開演17:30
［出演］指揮：太田 弦　ピアノ：上原 彩子
管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団
［料金］S席5,500円、A席4,500円
※学生半額、サラマンカメイトは一割引
［プログラム］ショスタコーヴィチ：祝典序曲 作品96
スクリャービン：ピアノ協奏曲 作品20
チャイコフスキー：ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 作品23

サラマンカホールオルガンワークショップ

ジュニアのためのオルガンワークショップ
［対象］小・中学生 ［募集人数］5名 ［受講料］1,000円
ユースのためのオルガンワークショップ
［対象］高校生以上 ［募集人数］4名 ［受講料］3,000円

伊東豊雄 吉成信夫 中野振一郎 奥田佳道

東日本大震災メモリアルコンサート
出演：海上自衛隊 舞鶴音楽隊

第11回サラマンカホール避難訓練コンサート

［公演日］2023年3月10日（金）　開場13:00　開演13:30　［料金］入場無料　※要申込
［申込方法］サラマンカ・オンラインチケットからお申し込みください。（本公演の参加は抽選となります）

参加者募集中　 申込締切／2023年2月5日（日） 23:59受付まで

Ⓒ小島竜生

Ⓒ広島交響楽協会

Ⓒタカオカ邦彦

コンサートホールでの避難訓練と、
海上自衛隊 舞鶴音楽隊による吹奏
楽の演奏を鑑賞できる貴重なイベン
トです。今回はプログラム・テーマを
「平和への願いを込めて」と題し、平
和にちなんだ楽曲をお届けします。

ⒸCorentin Schimel



サラマンカホールコンサートカレンダー

1
January

日程 開演 料　金公　演　名 問い合わせ先

上質 な 音 楽 を 気 楽 に
サラマンカ♭ふらっと

上 質 な 音 楽 を 気 楽 に
サラマンカ♭ふらっと

上 質 な 音 楽 を 気 楽 に
サラマンカ♭ふらっと

2
February

3
March

　2022年12月14日（水）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、各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。サラマンカホール 主催・共催

OKBふれあい会館　入居団体・機関　インフォメーション

問い合わせ先
放送大学岐阜学習センター
TEL.058-273-9614

プラザ内で「おもちゃ病院 ぎふ」のボランティアスタッフさんが壊れたおもちゃ
の修理をしてくれます。　※修理を引き受けられない物もあります。

おもちゃ病院 1月7日（土）、2月4日（土）
3月4日（土）
10：00～12：00

応募は
3月14日（火）まで

問い合わせ先
ぎふNPO・生涯学習プラザ
TEL：058-372-8501

問い合わせ先
放送大学岐阜学習センター
TEL.058-273-9614

中小企業のビジネスに役立つ図書・雑誌、DVD・CDを多く所蔵しており、閲覧は自
由です。（貸出の場合は、県内在住または県内に勤務・就学している方に限ります）

中小企業専門図書館（ビジネスの専門書等を所蔵） 開館時間は
平日の9：00～17：00

問い合わせ先
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
総務部情報課ライブラリー担当 TEL：058-277-1088

放送大学を利用して「大卒」を目指しませんか？看護師をはじめ医療関係にお勤
めの約15,000人の方が、キャリアアップを目指して、放送大学で学んでいます。

看護師・医療関係者 大卒「学位取得」説明会

インターネットなどを通じて好きな時間に学習できる通信制の大学・大学院です。
2023年度4月入学生募集

2月25日（土）

プラチナ席5,500円
S席4,500円　A席3,500円

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111014:00 0才からのコンサート

ブンブンリボンとあそぼう！4（水）

シリーズ日本の古典 文化講座「葛西聖司の最新！歌舞伎事情」

中部フィルハーモニー交響楽団 岐阜特別演奏会
ニューイヤーコンサート音楽の福袋第12弾！

〈第11回サラマンカホール避難訓練コンサート〉
東日本大震災メモリアルコンサート　出演：海上自衛隊 舞鶴音楽隊 

サラマンカ少年少女合唱団 CORO Junior
第10回定期演奏会 新作ミュージカル「マ★テ★キ」

岐阜県三曲連合会
（ナカネ） 090-8475-892513:15 第33回 岐阜県琴・尺八・三弦ジュニアコンサート5（木） 無料

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111014:007（土） 全自由席500円 ※80名限定

混声合唱団ユーベルコール
（羽渕） 090-8555-856114:00 混声合唱団ユーベルコール 第36回定期演奏会

※OKBふれあい会館 3F 301 中会議室

オトナの課外授業 特別授業 伊東豊雄「建築家と考える文化と自然」
※OKBふれあい会館 3F 301 中会議室

8（日） 無料

岐阜総合学園高校 吹奏楽部
（多田） p30136@gifu-net.ed.jp13:30 岐阜県立岐阜総合学園高等学校吹奏楽部 第21回定期演奏会9（月・祝） 無料

中部フィルハーモニー交響楽団：0568-43-4333
サラマンカホールチケットセンター：058-277-111014:0014（土）

岐阜県立岐南工業高等学校吹奏楽部
（川瀬） 058-271-315113:30 岐阜県立岐南工業高等学校吹奏楽部 第26回定期演奏会15（日） 無料

混声合唱団ムンテル・コール
（名和） 090-3480-162114:00 混声合唱団ムンテル・コール演奏会22（日） 1,000円

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111014:00 シリーズ日本の古典

歌舞伎舞踊 ～静と動の妙～28（土） S席5,000円 バルコニー席2,000円
学生半額（30歳まで）

S席6,000円　A席5,000円
学生半額（30歳まで）

S席3,000円　A席2,000円
学生半額（30歳まで）

S席5,500円　A席4,500円
学生半額（30歳まで）

NeşeBellydance Studio
（水下） 080-3542-966113:00 Neşe Bellydance Studio Show Roman ve Oryantal vol.144（土）

全席指定
一般　前売4,500円　当日5,000円

クラシック・ショコラ
（村上） 090-7036-827014:00 クラシック・ショコラ ～歌とピアノのひととき～5（日） 無料

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111014:00

大平健介
ヴァレンタイン・オルガンコンサート

京都フィルハーモニー室内合奏団
with 岩崎宏美

11（土・祝） 全席指定　一般1,000円

岐阜大学教育学部音楽教育講座
（加藤） y1011406@edu.gifu-u.ac.jp13:00 岐阜大学教育学部音楽教育講座 第12回卒業記念コンサート12（日） 無料

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111015:0025（土）

Prego
（村上） 090-7036-827014:00 Prego ～音の贈り物をどうぞ～26（日） 無料

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111017:30 大阪フィルハーモニー交響楽団

第46回岐阜定期演奏会4（土）

ポアソンフィルハーモニー管弦楽団
（長島） 070-8368-628314:30 ポアソンフィルハーモニー管弦楽団 第3回定期演奏会5（日） 無料

サラマンカホール事務室
058-277-1113

サラマンカホールチケットセンター
058-277-1110

13:3010（金） 無料 ※要申込・抽選

岐阜高校音楽部OB合唱団
（長縄） 090-5895-675314:00 岐阜高校音楽部OB合唱団 第8回定期演奏会19（日） 無料

17:00 亀井聖矢 凱旋ピアノ・リサイタル12（日）

STELLA of TONE
stellamusica310@gmail.com13:30 第3回 STELLA of TONE 演奏会21（火・祝） 無料

岐阜県立岐阜高等学校音楽部
058-251-123418:00 岐阜高等学校音楽部　第25回演奏会23（木） 無料

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111015:0026（日）

サラマンカホールチケットセンター
058-277-111015:0025（土）

サラマンカホール事務室
058-277-1113

サラマンカホール事務室
058-277-1113

14:00 春休み！子どもオルガン探検&ミニコンサート27（月） 無料 ※探検参加：要申込

松波音楽教室
（松波） 058-273-373312:30 第18回発表会 スプリングコンサート28（火） 無料

14:00 ジュニアのためのオルガンワークショップ
29（水）

受講料1,000円 ※要申込

18:00 ユースのためのオルガンワークショップ 受講料3,000円 ※要申込

※幼児のひざ上鑑賞はチケット不要
（ただし、大人1名につきお子様1名）

※小学生以下／前売・当日2,000円

全席指定500円

※幼児のひざ上鑑賞はチケット不要
（ただし、大人1名につきお子様1名）

全自由席500円

全自由席500円

1/17（火） 弦楽器と管楽器のアンサンブル　アンサンブルKanade・奏 2/28（火） フルートと弦楽器のアンサンブル　フルートアンサンブル ラルゴ

1/24（火） D-deck　hiromi 3/7（火） ゴスペル　吉田紀子 with NORRY'S CHOIR

2/14（火） サックスとピアノのアンサンブル　SAX Ensemble くりもん

2/21（火） ヴァイオリンとピアノのアンサンブル　トリオV2

3/14（火） クラシックアンサンブル（歌＆ピアノ）　Bel f iore（ベル フィオーレ）

会場／OKBふれあい会館2F アトリウム　時間／12:20～12:50ランチタイムを楽しくするライブステージ！ ふれあいアトリウムライブ

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）ギャラリー

開　催　日 華道ギャラリー 県民ふれあいギャラリー

3/27（月）～4/2（日） 嵯峨御流／山下 定甫

3/20（月）～3/26（日） 池坊（岐阜）／近藤 幸子 岐阜星景写真友の会

第17回写友あすなろ写真展

3/13（月）～3/19（日） 未生流／横山 えり子

3/6（月）～3/12（日） 千家古流／広瀬 チワ子

2/20（月）～2/26（日） 池坊（大垣・長良）／近藤 晏行

2/13（月）～2/17（金） 池坊（大垣・長良）／早野 静子

2/6（月）～2/12（日） 小原流／矢井 豊功

1/30（月）～2/5（日）

1/23（月）～1/29（日）

1/16（月）～1/22（日）

1/9（月・祝）～1/15（日）

1/4（月）～1/8（日）

日本生花司松月堂古流／五藤 甚明

専正池坊／伊藤 佳子

日本生花司松月堂古流／脇田 愛子

池坊（岐阜）／杉岡 眞弓

池坊（大垣・長良）／鎌田 スミコ

人権啓発展

岐阜円空仏を彫る会 作品展

第14回フォトコンもとす本巣市観光写真コンテスト

第7回工業高校生 金型コンテスト作品展

パソコンで水彩画 3-D絵画

2/27（月）～3/5（日） 正統則天門／大井 恵子

岐阜地区社会教育視聴覚連絡協議会 ビデオ・写真コンクール展示

1
January

2
February

3
March

※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。

ライブ当日は、雑貨・スイーツなどを販売する「ふれあいマルシェ」を開催します。



すしさかい

桶狭間タンメン

公共交通機関O K Bふれあい会館
サラマンカホール

●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2㎞
　「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

自　動　車

〒500-8384 岐阜市薮田南5丁目14番53号
 Tel 058-277-1111  Fax 058-276-1701

▶ チケットのお問合せ・お申込み
　 Tel 058-277-1110
▶ 貸コンサートホールのお問合せ・お申込み
　 Tel 058-277-1113  Fax 058-277-1119
▶ 貸会議室のお問合せ・お申込み
　 Tel 058-277-1180  Fax 058-277-1114 h t t p : / / www . g i f u - f u r e a i . j p 最新情報は、facebook、Tw i t t e rでも発信中！！

《休館日のお知らせ》OKBふれあい会館・サラマンカホールは、2022年12月29日（木）～2023年1月3日（火）、2月18日（土）、19日（日）は休館します。

岐阜県産の食材をふんだんに使った、地産地消をテーマにした“一汁三
菜”等の料理と14階からの眺望でお昼の癒しのひとときをお楽しみ頂
けるレストランです。夜のお食事、貸切パーティのご予約も承ります。

Kouzo Gifu　［1棟 14F］ カフェ ピッコロ　［1棟 2F］ ふれあいキッズひろば　［2棟 2F］
くつろぎの場、待ち合わせの場としてご利用ください。また、会議室へ
のお弁当（要予約）やお飲物のデリバリーも承っております。

OKBふれあい会館の開館時間内に、自由にご利用いただけるフリース
ペースです。ご利用者は、サービスセンターでの受付が必要になります。

利用料金／無料
開館時間／9:00～21:30
定休日／会館休館日

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

ランチ／平日11:30～14:00（L.O 13:30）
貸切営業／平日（夜のみ）、土日祝（昼夜）
TEL／058-213-7785

入館対象／乳幼児～小学校3年生
※必ず保護者同伴でお願いします。
TEL／058-277-1180（サービスセンター）

※ペイペイご利用できます。

ご来館の際は、
新型コロナウイ
ルス感染症対策
にご協力をお願
いします。

放送日 毎月第4木曜日　18:00～18:15

出演者
 （予定）

1/26（木） 乃村 健一（演出家）
2/23（木） 谷口 裕和（舞踊家）
3/23（木） 大平 健介（オルガニスト）

聞き手：サラマンカホール支配人　嘉根 礼子

谷口 裕和 大平 健介 嘉根 礼子乃村 健一
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開催日時 ： 2023年4月～2024年3月の火曜日12:20～12:50
　　　　　　※基本的に、祝日と第5週目はございません。
　　　　　　※音出しのリハーサルは12:00～12:15の15分間、会場のみで行えます。

開催場所 ： OKBふれあい会館 2Fアトリウム
募集締切 ： 2023年3月31日（金）
　　　　　　※4月～6月までについては、1月31日（火）までにお申し込みをお願いします。

募集組数 ： 40組（予定）
　　　　　　※応募方法などの詳細は、OKBふれあい会館ホームページをご覧ください。

出演者
募集！！

ふれあいアトリウムライブ

F U R E A I
A T R I U M
L I V E

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休業や営業時間が変更になる場合がございます。OKBふれあい会館のホームページでご確認ください。


	sala_H1
	sala_P1-2
	sala_P3-4
	sala_P5-6
	sala_H4

