
The 26th Funabashi Music Festival 音第
令和 4 年 1 月 15 日（土）～3 月 13 日（日） 楽26て｀
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主催：第26回ふなばし音楽フェスティバル実行委員会／船橋市／船橋市教育委員会

お問合せ：第26回ふなばし音楽フェステイパル実行委員会事務局 （船橋市教育委員会文化課内）TEL: 047 (436) 2894 
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第26回ふなばし音楽フェスティバル 1/15▷3/13
1/15（土）①14：30～ ②17：30～ 市民文化創造館（きららホール）
新・純邦楽ユニットWASABIコンサート2022
～日本の心・和の響き～　 完 売

入場料 一般3,500円、友の会会員3,100円、
高校生以下1,000円、ペア6,400円

出　演 WASABI
問合せ 047-423-7261（9：00～20：00

※土日祝は17：00まで/最終月曜休館）

1/22（土）17：00～ 市民文化ホール
加藤登紀子コンサート2022
～花物語～

入場料 一般5,500円、
友の会会員5,000円、
高校生以下1,000円、
ペアチケット
10,400円

出　演 加藤登紀子
問合せ 047-434-5555

（9：00～17：00/
月曜休館）

2/17（木）18：30～ 市民文化創造館（きららホール）
ちょっとよりみちライブvol.204
6th FMS弾き語りコンテスト優勝者 
トモクロウLIVE～冬の空を見上げながら～

入場料 無料（定員132名）
※1/21（金）午前10時
申込み開始

出　演 トモクロウ（歌／ギター）
問合せ 047-423-7261（9：00～20：00

※土日祝は17：00まで/
最終月曜休館）

2/19（土）14：00～ 市民文化創造館（きららホール）
令和3年度 県民芸術劇場公演
弦楽四重奏とマリンバで巡る世界の名曲

入場料 一般2,000円、友の会会員1,800円、
高校生以下1,000円

出　演 千葉交響楽団メンバー
問合せ 047-423-7261（9：00～20：00

※土日祝は17：00まで/最終月曜休館）

1/29（土）15：00～ 市民文化ホール
27th BAND STAND FUNABASHI
社会人ビッグバンドジャズの祭典！

入場料 一般2,000円、高校生以下1,000円
※3歳以上有料

出　演 ビッグバンド・バグズ、ザ・サードコースト・ジャズ・
オーケストラ、船橋ヤング・ジャズバンド

〈ゲスト〉HIBI★Chazz－K（ヒビ★チャズケ）
〈船橋からのスペシャルゲスト〉中溝ひろみ（ヴォーカル）

問合せ 047-434-5555
（9：00～17：00/
月曜休館）

2/5（土）14：00～ 勤労市民センター
ふらっと横丁ライブ　船橋ベイサイドJAZZ

入場料 700円
全席指定　※未就学児入場不可

出　演 ビッグバンド・バグス　
結城章子

問合せ 047-425-2551
（9：00～19：00/月曜休館）

3/13（日）15：00～
第29回音楽のまち･ふなばし 千人の音楽祭
※J：COMチャンネル（地デジ11ch）・YouTubeで放送

指　揮 和田一樹（フィナーレ）
出　演 千葉交響楽団、市内小中学校　他
問合せ 047-436-2894

（文化課）

14：00～/無料
出　演	 塩加井ななみ

有働里音
本田梨紗
村松幸実

問合せ	 047-402-0271

2/20（日） 坪井公民館
華やぐ春　弦楽四重奏の世界旅行

14：00～/無料
出　演
牧野美沙
羽石道代
問合せ	
047-439-0118

2/5（土） 丸山公民館
マリンバとピアノのデュオコンサート

「愛とドラマ」

14：00～/無料
出　演	
金益研二
問合せ	
047-469-4535

2/20（日） 薬円台公民館
ピアノって楽しいな
～音の散歩にでかけよう～

14：00～/500円
出　演	 松本やすこ

河内夏美
高梨英次郎
相田久美子

問合せ	 047-437-5072

2/26（土） 葛飾公民館
オペラ「カルメン」ハイライト

14：00～/無料
出　演	 岸川りほ

清水紀子
問合せ	 047-	468-3750

2/26（土） 松が丘公民館
春風に乗ってデュオの調べを

14：00～/無料
出　演	 金益研二

須藤信一郎
問合せ	 047-424-9840

2/5（土） 宮本公民館
ピアノデュオライヴ

13：30～/無料
出　演	
弦竹（いとたけ）
問合せ	
047-438-3203

2/19（土） 法典公民館
法典地区ふれあいコンサート
尺八＆ギター“和洋”融合の響き

14：00～/無料
出　演	
西方正輝
Nogunogu
問合せ	
047-333-5415

2/26（土） 西部公民館　
トランペット＆サックス
Winter Concert

地域ふれあいコンサート

13：00～/無料
出　演	 ウルグン
問合せ	 047-457-0433

2/12（土） 北部公民館
とよとみジョイフルコンサート「モンゴルの大地の
音色～モンゴル伝統楽器・馬頭琴の世界～」

14：00～/無料
出　演	 石川寛子

須藤信一郎
問合せ	
047-447-3200

2/26（土） 二和公民館
タンゴ～アルゼンチンからの風

14：00～/500円
出　演	 宮里あや

佐藤亜紀子
問合せ	 047-434-1405

3/5（土） 浜町公民館
リコーダーとリュートで楽しむ
ルネサンスとバロックの音楽

14：00～/無料
出　演	 西川古柳

西川紀ゐ
竹本信乃太夫
鶴澤弥栄

問合せ	 047-477-7171

2/19（土） 東部公民館
八王子車人形～人形浄瑠璃公演～

14：00～/無料
出　演	 櫻井淳

香川美智子
山本正夫
山本順子

問合せ	 047-448-5030

2/26（土） 八木が谷公民館
「オペラと歌で誘う　世界の旅！」

入場料 無料
出　演	 KEYsiDE
	 　宮野下シリュウ

　伊藤辰哉
問合せ	
047-457-5144

3/6（日）①13：00～ ②15：00～ 小室公民館
マリンバとピアノの
サロンコンサート

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、やむを得ずプログラムの内容の変更、又は開催を中止することがあります。ご来場の際のご注意

14：00～/無料
出　演	 喜多直毅

元井美智子
西嶋徹

問合せ	
047-463-2231

2/26（土） 習志野台公民館
～和と洋の共演～
箏とヴァイオリンとコントラバス

Photo by Ryoichi Aratani

13：30～/無料
出　演	 小栗久美子

森川拓哉
問合せ	
047-448-3291

2/26（土） 三咲公民館
三咲地区地域ふれあいコンサート「小栗久美子　
トルンコンサート～神秘なるベトナム竹琴の響き～」

撮影：河上展儀




