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「詩
うた

と歌
うた

～あふれだすこの思い～」（グランドフィナーレのテーマ）
2月12日（日）　12：45開場 　13：30開演
入場料：無　料（全席自由　申込みは終了しました）
　　　　＊整理券をお持ちでない方は入場できません 
問合せ：教育委員会文化課（047-436-2894）
◆ ゲスト：谷川俊太郎（詩人）、谷川賢作（ピアニスト）
◆フィナーレ指揮：和田一樹
◆ 市内小中学校、高等学校および市民合唱、管弦楽吹奏楽合同、
　ビッグバンド、ゴスペル、邦楽、ほか
◆ケーブルテレビジェイコム船橋習志野（地デジ11ch）で生中継
　2月12日（日）13：30 ～ 17：00
　 （再放送・ダイジェスト版）2月19日（日）17：00 ～ 19：30、26日（日）21：00 ～ 23：30
　※放送についての問合せ：ジェイコム船橋習志野（0120-914-000/9：00 ～ 18：00）

第24回音楽のまち･ふなばし 千人の音楽祭 ◇船橋アリーナ

谷川俊太郎・賢作

2月11日（土）　13：30開場 　14：00開演
入場料：500円（全席自由・未就学児入場不可）
　　　　＊ 勤労市民センター・市民文化ホール・市民文化創造館

（きららホール）にて販売
問合せ：勤労市民センター（047-425-2551）
　　　　9：00～19：00・月曜休館
◆ゲスト：五十嵐　明要
◆出　演：ビッグバンド･バグス

ふらっと横丁ライブ　船橋ベイサイドJAZZ ◇勤労市民センター

ビッグバンド･バグス

～船橋から発信する社会人ビッグバンドジャズの祭典!～
1月29日（日）　15：00開場 　15：30開演
入場料：指定席：2,200円（文化ホールのみ取扱い）
　　　　自由席：前売1,800円、当日2,000円
　　　　＊高校生以下 自由席は各1,000円引き、3歳以上有料
問合せ：市民文化ホール（047-434-5555/9：00～17：00/月曜休館）
◆ゲスト：守屋純子（ピアノ）
◆出　演： ビッグバンド･バグス、林靜誠とシーフレンド楽団  

サウンド･ストリーム･ジャズ･オーケストラ  
ザ・サードコースト・ジャズ・オーケストラ

23rd BAND STAND FUNABASHI ◇市民文化ホール

守屋純子
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1月15日（日）　15：30開場 　16：00開演
入場料：一般2,500円、友の会会員2,200円
　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット4,500円
　　　　※全席指定、未就学児入場不可
問合せ：市民文化ホール
　　　　（047-434-5555/9：00 ～ 17：00/月曜休館）
◆出　演：柴田三兄妹（柴田雅人・佑梨・愛）
◆特別出演：入山祥己（民謡）

津軽三味線　柴田三兄妹　コンサート　～こでらんね～ ◇市民文化ホール

柴田三兄妹

～日本発、プログレッシブ・フォルクローレ～
2月16日（木）　18：00開場 　18：30開演
入場料：無料（先着250名）
問合せ：市民文化創造館（きららホール）
　　　　（047-423-7261/9：00 ～ 17：00/最終月曜休館）
◆出　演：ARCANA
　　　　　山下Topo洋平（ケーナ、サンポーニャ）
　　　　　上野山英里（ピアノ）、鬼怒無月（ギター）

ちょっとよりみちライブvol.160
ARCANAコンサート 

◇市民文化創造館（きららホール）

ARCANA

2月18日（土）　14：30開場 　15：00開演
入場料：一般4,000円、友の会会員3,500円
　　　　高校生以下1,000円、ペアチケット7,200円
　　　　※全席指定、未就学児入場不可
問合せ：市民文化ホール
　　　　（047-434-5555/9：00 ～ 17：00/月曜休館）
◆出　演：亀渕友香
　　　　　The Voices of Japan（VOJA）ほか
◆市民共演：ワークショップ参加の市民約60名
　　　　　　（ゴスペルコーラス）
　　　　　　※募集は終了いたしました

亀渕友香&The Voices of Japan ゴスペルコンサート
～初春（はる）に唄う～ 

◇市民文化ホール

亀渕友香 The Voices of Japan
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地域ふれあいコンサート

1月28日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：180名（入場料：無　料）
申込み：丸山公民館（047-439-0118）
　　　　1月15日（日）から窓口・電話で受付
■出　演：咲月（さつき）
　　　　　谷崎舞（バイオリン）、青木由貴（尺八）
　　　　　重松華子（ピアノ）、小川実加子（囃子）
□演奏曲：春の海、リベルタンゴ、ニューシネマパラダイス、四季の音
　　　　　ふるさと、ほか

ミューズライブまるやま～和洋織りなす音の響
きょうえん

演～ ◇丸山公民館（講 堂）

咲月

2月25日（土）　14：30開場 　15：00開演
入場料：一般2,000円、高校生以下1,000円
　　　　※全席自由、未就学児入場不可
　　　　※開場時刻より、チケット番号順にご入場いただきます。
問合せ：市民文化創造館（きららホール）
　　　　（047-423-7261/9：00 ～ 17：00/最終月曜休館）
◆出　演：LEO、Bリーグ千葉ジェッツのチアリーダーズ“スタージェッツ”ほか

LEO SPECIAL LIVE　～ Go!! FUNABASHI!! Go!! JETS!! ～
 ◇市民文化創造館（きららホール）

LEO（船橋出身）

2月4日（土）　8：30開場　9：00開演（21：00終演予定）
定　員：第1部～第4部　各120名（入場料：無　料）
申込み：夏見公民館（047-423-5119）
　　　　1月15日（日）から窓口で入場整理券を配布
■出　演：八栄小学校器楽部、夏見台小学校吹奏楽部
　　　　　船橋中学校管弦楽部、市立船橋高等学校吹奏楽部
　　　　　横洲かおる（ボーカル）、宮野下シリュウ（マリンバ）
　　　　　渡部眞行（ビブラフォン）、高知尾純（ピアノ）
　　　　　鈴木未知子（パーカッション）、高橋涼子（ギター弾き語り）
　　　　　岡谷ゆうな（ギター弾き語り）吉澤怜音（ピアノ）
　　　　　山﨑通晴（トロンボーン）、郷間亜由美（バイオリン）
□演奏曲：ミッションインポッシブル、梁塵秘抄～熊野古道の幻想～、
　　　　　「ダフニスとクロエ」第2組曲、ほか

夏見地区地域ふれあいコンサート　「12時間Liveチャリティーコンサート」
 ◇夏見公民館（講 堂）

横洲かおる

高知尾純宮野下シリュウ
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地域ふれあいコンサート

2月18日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：高根台公民館（047-461-7061）
　　　　1月15日（日）から窓口でチケット配布
■出　演：和田啓（レク）、常味裕司（ウード）
　　　　　松本泰子（ボーカル）
□演奏曲：セマイ　ヒジャース　カル　クルド
　　　　　クルダ・カンレイ、竹田の子守唄
　　　　　ひとつぶの、ほか

叩くで遊ぶ ◇高根台公民館（講 堂）

松本泰子常味裕司和田啓

2月18日（土）　13：30開場　14：00開演（15：15終演予定）
定　員：300名（入場料：500円）
申込み：宮本公民館（047-424-9840）
　　　　1月15日（日）から窓口・電話で受付
■出　演：ザ☆フルーツ
　　　　　西田紀子（フルート）、金野紗綾香（フルート）、
　　　　　荻原松美（パーカッション）、服部恵（マリンバ）
□演奏曲：リベルタンゴ、ぐるぐるマリンバ、くだものだもの、ほか

ファミリーコンサート ◇宮本公民館（講 堂）

ザ☆フルーツ

2月18日（土）　13：30開場　14：00開演（15：00終演予定）
定　員：親子80組160名（入場料：無　料）
申込み：西部公民館（047-333-5415）
　　　　1月15日（日）から窓口または電話で事前申込
■出　演：美術×音楽×成長アーティストグループ「みっけ」
　　　　　板倉まなみ（ソプラノ）、岩崎瑶子（箏）
　　　　　安部田そらの（美術）、田中翔（テノール）、横井春香（ピアノ）
□演奏曲：山の音楽家、ゆき、邦楽古典曲
　　　　　音×色あそび

0歳からの!おたのしみっけ♪コンサートinおぐりはら ◇西部公民館（講 堂）

岩崎瑶子板倉まなみ

田中翔安部田そらの横井春香

photo by Taira Tairadate
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 地域ふれあいコンサート

2月19日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：250名（入場料：無　料）
申込み：東部公民館（047-477-7171）
　　　　1月15日（日）から窓口で整理券配布（1人2枚まで）※電話不可
■出　演：Gipsy Groove（ジプシーグルーヴ）
　　　　　菊池慶治（ボーカル、ギター）、西村慎二（リードギター）
　　　　　細川晶生（ギター）、亀井聡（ギター）、関根りお（ダンス）
□演奏曲：ボラーレ、バンボレオ、マイ・ウェイ、コーヒールンバ
　　　　　ベサメ・ムーチョ、ほか

ギターが奏でる熱い音楽を! ◇東部公民館（講 堂）

Gipsy Groove

2月18日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：150名（入場料：無　料）
申込み：北部公民館（047-457-0433）
　　　　1月15日（日）から窓口配布または電話で申込
■出　演： 音楽夢工房オフェリア  

工藤志洲（ソプラノ）、太田悦世（メゾソプラノ）、  
太田実（テノール）、追分基（バリトン）、  
安田裕樹（ピアノ）

□演奏曲： 春の歌メドレー、懐かしの愛唱歌、  
オペラの中の名アリア

はるかぜコンサート ◇北部公民館（講 堂）

安田裕樹

太田実

追分基

工藤志洲 太田悦世

2月19日（日）　13：30開場　14：00開演（15：30終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：高根公民館（047-438-4112）
　　　　1月15日（日）から窓口または電話で事前申込
■出　演：タンゴ楽団エスタモス・アキ
　　　　　田辺義博（バンドネオン）、長浜奈津子（ボーカル）
　　　　　鈴木不尽子（バイオリン）、竹内永和（ギター）
　　　　　俵山直之（コントラバス）
□演奏曲：ラ・クンパルシータ、テネシーワルツ
　　　　　パリの空の下、ベサメ・ムーチョ

虹色コンサート～タンゴと世界の音楽ツアー～ ◇高根公民館（講 堂）

俵山直之

鈴木不尽子

竹内永和

田辺義博 長浜奈津子
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 地域ふれあいコンサート

2月25日（土）　13：00開場　13：30開演（15：00終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：法典公民館（047-438-3203）
　　　　2月1日（水）から窓口または電話で事前申込
　　　　整理券配布はお1人様2枚まで
■出　演：小山健（歌）、鳥居明美（ピアノ）ほか
□演奏曲：北酒場、勝手にしやがれ、ここはふなばし

歌で健康!ピアノで歌う昭和歌謡 ◇法典公民館（講 堂）

鳥居明美小山健

船橋の歌手 高橋涼子の伸びやかな歌声と心温まる楽曲
そして！即興演奏・リズム遊びをみんなで楽しむコンサート
2月25日（土）　13：00開場　13：30開演（15：30終演予定）
定　員：150名（入場料：無　料）
申込み：三田公民館（047-477-2961）
　　　　1月15日（日）から窓口または電話で事前申込
■出　演：高橋　涼子（ピアノ弾き語り）
□演奏曲：（童謡）ふるさと
　　　　　（オリジナル）ありがとう、途中で諦めちゃダメなんだ
　　　　　　　　　　　　ホンビノスの唄（仮）、ほか

三田ふれあいコンサート～音楽でわくわくしよう♪～
 ◇三山市民センター（多目的ホール）

高橋涼子

2月25日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：240名（入場料：無　料）
申込み：薬円台公民館（047-469-4535）
　　　　1月15日（日）から窓口で整理券配布
　　　　1人2枚まで※電話不可
　　　　（子供も整理券は必要です）
■出　演：水沼寿和（ピアノ）、石川寛子（バイオリン）
　　　　　諸岡由美子（チェロ）
□演奏曲：ピアノ三重奏曲第1番ニ短調
　　　　　組曲「動物の謝肉祭」より白鳥
　　　　　舟歌、チャールダーシュ

「つながる・音から人へ」　～ピアノ・バイオリン・チェロの響演～
 　　　　◇薬円台公民館（講 堂）

水沼寿和

諸岡由美子石川寛子
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 地域ふれあいコンサート

2月25日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：349名（入場料：500円）
申込み：二和公民館（047-447-3200）
　　　　窓口で指定席券を販売中
■出　演：豊田裕子（ピアノ）
　　　　　阿部金三郎（三味線）
　　　　　諏訪光風（ギター）
□演奏曲：ラ・カンパネラ
　　　　　荒城の月とハンガリー舞曲
　　　　　津軽じょんがら節、ほか

豊田裕子と愉快な仲間たち　～二和から世界へ飛び立ったピアニスト～
 ◇二和公民館（講 堂）

諏訪光風阿部金三郎豊田裕子

2月26日（日）　13：30開場　14：00開演（15：40終演予定）
定　員：200名（入場料：500円）
申込み：葛飾公民館（047-437-5072）
　　　　 1月15日（日）から窓口または電話で

事前申込
■出　演：村澤健一（バリトン）
　　　　　緑川まり（ソプラノ）
　　　　　緑川るみ（ピアノ）
□演奏曲：ドン・ジョヴァンニのセレナーデ
　　　　　私の愛しいお父様
　　　　　心の瞳、ほか

葛の葉らいぶ「LOVE SONGS　愛の讃歌」 ◇葛飾公民館（講 堂）

緑川るみ緑川まり村澤健一

2月26日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：180名（入場料：500円）
申込み：坪井公民館（047-402-0271）
　　　　窓口にて販売中（電話不可）
■出　演：王様、東京ネイルキャッツ
□演奏曲：高速道路の星（Highway  Star）
　　　　　湖上の煙（Smoke on the Water）
　　　　　20世紀少年（20th Century Boy）ほか

つぼい・水と緑のコンサート　「王様のロック講座」with東京ネイルキャッツ
 　◇坪井公民館（講 堂）

東京ネイルキャッツ王様
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 地域ふれあいコンサート

3月5日（日）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：八木が谷公民館（047-448-5030）
　　　　1月15日（日）から窓口または電話で受付
■出　演：富永麻弥子（ソプラノ）、藤田弘子（ピアノ）
　　　　　五味響子（フルート）
□演奏曲：オペラ「魔笛」より・・・夜の女王のアリア
　　　　　幻想曲さくらさくら、カルメンファンタジー、ほか

春を呼ぶクラシックの調べ ◇八木が谷公民館（講 堂）

五味響子

藤田弘子富永麻弥子

3月4日（土）　13：30開場　14：00開演（15：30終演予定）
定　員：180名（入場料：無　料）
申込み：松が丘公民館（047-468-3750）
　　　　1月15日（日）から窓口または電話で受付
■出　演：鈴木未知子（マリンバ）
　　　　　松本ちはや（パーカッション）
　　　　　白神あき絵（チェロ）
□演奏曲：愛の讃歌、恋のバカンス、白鳥、ほか

マリンバが奏でる「昭和のうた」 ◇松が丘公民館（講 堂）

白神あき絵松本ちはや鈴木未知子

3月4日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：150名（入場料：無　料）
申込み：浜町公民館（047-434-1405）
　　　　1月15日（日）から窓口または電話で受付
■出　演：Liberoba ーリベロバ
　　　　　中村由利子（ピアノ）、植草ひろみ（チェロ）
□演奏曲：エストレリータ、This is Liberoba、ノルウェーの森
　　　　　リベルタンゴ、迷子の小鳥たち、私のお気に入り、ほか

「午後のひととき、リベロバタイム」 ◇浜町公民館（講 堂）

リベロバ
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 地域ふれあいコンサート

3月5日（日）　13：30開場　14：00開演（15：40終演予定）
定　員：120名（入場料：無　料）
申込み：小室公民館（047-457-5144）
　　　　2月8日（水）から窓口でチケット配布
■出　演：鈴木純子（ボーカル）、西島美子（ボーカル）
　　　　　古川和代（ボーカル）、福康子（ピアノ）
□演奏曲：メモリー「キャッツ」より、見上げてごらん夜の星を
　　　　　黄昏のビギン、すみれの花咲く頃、ほか

3月11日（土）　13：00開場　13：30開演（14：30終演予定）
定　員：200名（入場料：無　料）
申込み：新高根公民館（047-469-4944）
　　　　1月15日（日）より電話で受付
■出　演：田中星児
□演奏曲：ビューティフル・サンデー、北風小僧の寒太郎
　　　　　上を向いて歩こう、イエスタディ
　　　　　ふるさと、ほか

歌って楽しく!　歌って元気に!「春♡ときめきコンサート」
 ◇小室公民館（第3・4集会室）

第16回ふれあいMINIコンサート
「田中星児コンサート～巡りあった歌の数々～」 ◇新高根公民館（講 堂）

イラスト　小松由美子

田中星児

3月18日（土）　13：30開場　14：00開演（16：00終演予定）
定　員：150名（入場料：無　料）
申込み：習志野台公民館（047-463-2231）
　　　　1月18日（水）9時より窓口で整理券配布（1人2枚まで）
　　　　同日より電話での予約も受付
■出　演：高知尾純（ピアノ）、谷崎舞（バイオリン）
　　　　　瀧澤行則（ボーカル）、中出裕子（ボーカル）
□演奏曲：第1部　「美女と野獣」
　　　　　第2部　ミュージカル名曲アラカルト

ミュージカルを楽しもう!in習志野台 ◇習志野台公民館（講 堂）

谷崎舞高知尾純

中出裕子瀧澤行則
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www.ito-ongaku.com

◆船橋店　　　　 ☎047-495-3000
◆ららぽーと店　☎047-435-1074
◆松戸店　　　　 ☎047-368-1161

◆弦楽器工房　 ☎047-420-2033

◆船橋営業所　 ☎047-468-0177
◆柏営業所　　　☎04-7126-0225

■ 管楽器ショップ ■

■ 弦楽器ショップ ■

■ 学校販売事業部 ■

ピッコロからチューバ
バイオリンから
コントラバスまで
多数展示。
試奏・選定はいつでも
ＯＫ。

技術者常駐で急ぎの
修理にも対応。
購入後のアフターフォロー
もおまかせ下さい！

◆船橋技術　　　☎047-468-0177

■ 管楽器技術部 ■

プロダクト
紙媒体の印刷だけでなく、e-bookやweb制
作など、お客様にご満足いただける製品づく
りをサポートします。

チラシ ポスター名刺 封筒

看板 ホームページ制作

DM 帳票類

ハガキ
広報紙 SP商材記念誌カタログ 各種新聞

パンフレット

撮影 イベント企画 取材 編集 コピー
ロゴ制作イラスト制作

クリエイティブワーク
デザイン・印刷・製本のみならず、企画や取
材等も承っております。より満足度の高い
サービスをご提供いたします。

環境負荷を減らす取り組み
インターンシップ制度 地域貢献活動

女性の社会参画を推進

CSR
CSR認定企業として、地域の輝く未
来を創造いたします。

ふなばし市民まつり
へ例年参加

「ふなばし百景コンクール」
作品集をAmazonで販売

■本　　　社：〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町32番地　TEL.047（431）9166　FAX.047（433）6232
■つくば支店：〒305-0035 茨城県つくば市松代2-2-1　TEL.029（863）1888　FAX.029（863）1889　

●ISO 9001：2008認証取得　　●Pマーク認証取得　　●全日本印刷工業組合連合会CSR 認定　　●子育て支援優良事業所

http://www.shinposha.co.jp   E-mail:info@shinposha.co.jp
情報加工でマーケティング力をUP！




