
みんなのホール事業 自分の舞台を作る舞台
LIFELIFE LIVELIVE

7.28 sun
美濃加茂市文化会館

OPEN 12:00　START 12:30
MC

田中 慈人

TICKET

出演バンド

取り扱い
500円 ※全席自由

※未就学児入場無料

美濃加茂市文化会館6月8日（土） 午前9時販売開始
コレステローラーズ/謎の前座バンド NZB9002/
DropLeaf/H.I.G.E/DACKS/大海 有輝/
みのかもrecords/パフパフパラダイス/天真爛漫/
Owl in forests（全10バンド）

▼ 7・8・9月のイベント

SPECIAL GUEST
SPECIAL GUEST
SPECIAL GUEST

ジャパハリネット
ジャパハリネット

今年で結成20周年！

▼ ドリームコンサート と　き：毎月第2金曜日　午後7時～ 8時
ところ：文化会館ホールロビー（ホワイエ）

美濃加茂市が主催する無料のコンサートです。周辺地域で活動されている演奏家をお招きし、良質な生演奏をお
届けしています。お気軽にお越しください。
美濃加茂市が主催する無料のコンサートです。周辺地域で活動されている演奏家をお招きし、良質な生演奏をお
届けしています。お気軽にお越しください。

Vol.220
7/12

Vol.221
8/9

Vol.222
9/13

岐阜県美濃加茂市出身のシンガーソングライター。
2017年6月に自身初となるフルアルバム「仰げば遠いし」を発売。収録
曲「カモン！MINOKAMO！」がその年より盆踊り曲に採用。2019年9
月28日、自身二度目となる美濃加茂市文化会館でのホールワンマン
ライブ開催が決定！

音楽講師、シンガーソングライター。美濃加茂市文化会館にて「ママ
と赤ちゃんのためのミュージックセラピー」という講座を行なってい
ます。また、バンド「ディアハウンズ」ではボーカル&キーボードとし
て活動中。オリジナル曲や、カバー曲（椎名林檎、米津玄師など）を熱
い弾き語りでお楽しみください。

“どこかで聴いたことがある！”とうれしくなる曲がたくさん聴けるコ
ンサートです。80年代のちょっと懐かしい歌謡曲や、映画音楽、ジブ
リ、ジャズ風にアレンジした唱歌など、ピアノソロ♪で演奏します。
ステキな歌心を情感こめて、ピアノで表現します。
ピアニスト、ピアノ講師、加茂郡川辺町在住。

田中 慈人田中 慈人
【ギター弾き語り】

Gt.Vo ： 田中 慈人

草野 恭子草野 恭子
【鍵盤弾き語り】

（DEERHOUNDS)
Vo.Key ： 草野 恭子

馬場 順子馬場 順子
【ポピュラーピアノ】

Pf: 馬場 順子
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※裏面もご覧ください※裏面もご覧ください



〒505-0025　岐阜県美濃加茂市島町 2-5-27
TEL：0574-25-1108/FAX：0574-25-1100
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/bunkakaikan/
休館日：月曜日 (祝日の場合は翌日 )・年末年始

▼ グランドピアノ一般開放
文化会館のグランドピアノを3日間一般開放します。
照明や反響板が設置された本格的な舞台を体験
してみませんか。お一人でも、ご家族やご友人と
一緒でも、どなたでもご利用いただけます。
また、展示室のグランドピアノは無料で開放してい
ます。

【 会 場 】 美濃加茂市文化会館　ホール・展示室1

【 費 用 】 ホール … カワイコンサートピアノ／ 500円
※反響板有、録音可（USBをご持参ください）
展示室 … ヤマハ／無料

【お 申 込】 7月9日（火）午前9時から文化会館窓口またはお
電話にて（各所お一人様一時間まで。ただし、受付初日は1
家族1枠まででお願いします。）

【そ の 他】 ホール、展示室ともに予約制、先着順です。
営利目的（個人レッスン含む）でのお申し込み
はお断りさせていただきます。
 客席での観覧は自由です。
お子様用の補助ペダルもございます。（ホールのみ）

【 日 時 】 2019年8月16日(金) ～ 18日(日)
 9:00 ～ 21:00（18日は18:00まで）

▼ 第21回美濃加茂市文芸祭作品募集

◇募集部門 令和元年7月19日（金）当日消印有効

◇応募資格 一般（高校生以上）

◇出品料 無料

◇賞の種類 文芸祭賞、市長賞、議長賞、教育長賞、
奨励賞、入選

◇表彰式、作品講評会、作品展示
・展 示 令和元年10月22日（火）から26日（土）まで

午前9時～午後8時まで（最終日は午後2時まで）

文化会館3階展示室1
・表彰式 令和元年10月26日（土）午後2時から

文化会館3階展示室1にて
・講評会 令和元年10月26日（土）午後3時から

文化会館各会場にて

◇募集部門
・短 歌 1人2首以内　題材自由
・俳 句 1人2句以内　当季雑詠
・川 柳 1人2句以内　題材自由
・狂 俳 1人2句以内　題「手前味噌」「けなるい」

1題1句　※けなるい＝うらやましい

・現代詩 1人2編以内　題材自由、本文30行以内
(1行20字以内で、空白行も1行とする）

▼ 主なイベントスケジュール《2019年7月～ 9月》

※この情報は6月1日現在のもので、今後変更される場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。※この情報は6月1日現在のもので、今後変更される場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

月 日 曜日 時間 催しもの名 場所 入場料 対象 問い合わせ（主催） 電話番号
6 土土 13:00 ｂサークル青い手　命のバトン～大丈夫だから心配しないで～ ホール 全席自由　1,500円 どなたでも bサークル青い手 090-2687-7725

12 金 19:00 【自主事業】 ドリームコンサート vol.220 ロビー 無　料 どなたでも 文化会館 0574-25-1108
14 日日 14:00 【自主事業】 第9回 木曽川和音会 和室2 無　料 どなたでも 文化会館 0574-25-1108
18 木 10:30 岐阜県立可児工業高等学校　芸術鑑賞会 ホール ー 関係者のみ 岐阜県立可児工業高等学校 0574-62-1185
24 水 12:30 公正採用選考に係る人権啓発研修会 ホール ー 関係者のみ 岐阜県労働局職業安定部職業安定課 058-245-1311

28 日日 12:30 【自主事業】 みのかもバンドフェスタ vol.12 ホール 全席自由　500円
※未就学児入場無料※ どなたでも 文化会館 0574-25-1108

2 金 18:00 牧野太鼓結成30周年記念　つながる輪！太鼓 ホール 全席自由　500円 どなたでも 牧野太鼓 鼓凧会 090-3956-4882
9 金 19:00 【自主事業】 ドリームコンサート vol.221 ロビー 無　料 どなたでも 文化会館 0574-25-1108

10 土土 10:00 狩猟者捕獲技術向上講習会 ホール ー 関係者のみ 一般社団法人 岐阜県猟友会 058-272-8398
16 金
17 土土 9:00 【自主事業】 グランドピアノ一般開放DAY

※利用時事前申込必要、別途使用料金必要（ホールのみ･500円/h）
ホール
展示室1 無　料 どなたでも 文化会館 0574-25-1108

18 日日
22 木 14:00 美濃加茂市加茂郡教育講演会 ホール ー 関係者のみ 美濃加茂市教育センター 0574-28-3255

25 日日 16:00 美濃加茂少年少女合唱団　サマーコンサート ホール どなたでも 文化会館 0574-25-1108

1 日日 10:00 美濃加茂市芸能連盟　芸能祭 ホール 無　料 どなたでも 文化会館 0574-25-1108
5 木 13:30 不当要求防止責任者講習 ホール ー 関係者のみ （公財）岐阜県暴力追放推進センター 058-277-1613
8 日日 13:00 はるこま　芸術のつどい ホール 無　料 どなたでも はるこまの会 0574-25-5569

13 金 19:00 【自主事業】 ドリームコンサート vol.222 ロビー 無　料 どなたでも 文化会館 0574-25-1108
14 土土 9:30 加茂学園　子ども達のコンサート ホール ー 関係者のみ 加茂学園 0574-25-2226
15 日日 14:00 フォーエヴァーズ　バンドライブ ホール 無　料 どなたでも フォーエヴァーズ 0574-26-0267
19 木 18:30 岐阜県立加茂高等学校　1年生保護者進路説明会 ホール ー 関係者のみ 岐阜県立加茂高等学校 0574-25-2133
22 日日 未定 【自主事業】 開催予定。乞うご期待！ ホール ー どなたでも 文化会館 0574-25-1108
26 木 10:15 美濃加茂市健寿連合会福祉大会 ホール ー 関係者のみ 美濃加茂市健寿連合会 0574-28-6111

28 土土 18:00 田中慈人ライブツアー 2019　岐阜公演 ホール

大人ﾠ2,500円
高校生ﾠ1,000円
中学生以下ﾠ無料

※整理券必要※

どなたでも 田中慈人ライブツアー 2019
実行委員会 （VINCENT）

0574-27-2748

29 日日 未定 カラオケ大会 ホール 無　料 どなたでも 西村 090-6380-0963

7

9

8

全席自由　500円
※未就学児入場無料※

16 金

18 日日

全席自由　500円
※未就学児入場無料※


