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■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき６月20日
現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始され
ている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・変
更となる場合がありますのでご了承ください。チケットの発売
日や販売方法、販売状況などの詳細については、各問い合わせ
先にお尋ねください。なお、主催者の希望および入場対象者が
関係者に限られている催しについては、掲載を省略しています。

■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
～令和４年７月16日発行～
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津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります

津平和のための戦争展

和の作品展 弐

津平和のための戦争展実行委員会
事務局
t080－7701－6431

無料

きらめき・アート2022 ギャラリー

ギャラリー

「きらめき・アート」プロジェクト
Mie 事務局
t090－8189－8366

26日(金)～29日(月)
10:00～17:00
(29日は15:00まで
最終入場は各日終了
時間の30分前）

26日(金)～28日(日)
10:00～17:00
(28日は16:00まで）

無料

無料

無料

入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日
■津リージョンプラザ　お城ホール

ホ　ー　ル　等

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載イベント等は中止または延期の可能性があります。
参加される場合は各問い合わせ先へ確認をお願いします。

■久居アルスプラザ　アートスペース
入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

日7 10:00 17:00夏休み！子ども広場
久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

無料
(一部有料のイベントがあります)

■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール
入場料 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

土20 13:30 15:30 三重大学応援団
t080－1551－5959(力野)

土20 14:00 16:00 無料
(要事前申し込み)

展 示 施 設 等

日

■アストプラザ　アストホール

■久居アルスプラザ　ときの風ホール

■津リージョンプラザ

土6 10:20 15:30平和を考える市民のつどい 市人権課
t229－3165

1,000円

無料

3,500円

1,000円

日21 10:00 16:30 市文化振興課(津リージョンプラザ)
t229－3300

津市民文化祭 舞台芸術部門
「津市民吟剣詩舞のつどい」

劇団カラーズ第32回公演
「フィガロの結婚」

水24 19:00 20:30 NOK Saxophone Quartet
t080－3649－0217(福田)

NOK Saxophone Quartet 7th Concert
「ただいまっ！」私たちのふるさと公演

一般1,000円
高校生以下500円

金26 18:00 20:00 三重新音楽家協会中勢支部
t080－6969－2899

三重新音楽家協会 中勢支部演奏会
彩 irodori２ ～夏の終わりのコンサート～

一般1,500円
高校生以下1,000円

日28 13:30 15:30 The Salts and Sugars
t090－6590－5475(田中)

BIGBAND The Salts and Sugars
第26回コンサート

500円
(当日券のみ)

無料
(要入場券)

日7 13:30 15:30平和のための音楽会 平和のための音楽会実行委員会事務局
t090－8863－9118

500円
(協力金)

木・祝11 17:00 19:00村山響 帰国記念ピアノリサイタル 村山響ピアノリサイタル実行委員会
t080－3683－3718

一般3,000円
学生1,000円

日14 10:30第52回三重県ボディビル選手権大会
三重県ボディビル・フィットネス連盟
事務局
t234－5605

前売り2,000円
当　日2,500円

17:00
(予定)

①14:00
②18:30

①16:00
②20:30

①11:00
②14:00

①11:45
②14:45

入場料開演 終演催し物曜日

土20 劇団カラーズ事務局
t090－2578－6359

入場料など 問い合わせ

問い合わせ

開演 終演催し物曜日日

日

日7 バックステージツアー(小学生対象) 無料
(要事前申し込み)

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

水17 13:30 14:40月イチ アルス寄席 出演:入船亭小辰

水24 14:00 16:00格調高き昭和歌謡 格調高き昭和歌謡実行委員会
Mhaikei.matane.classic@gmail.com

イベント情報　津市民文化祭イベント情報　津市民文化祭

　市内で活動している各団体の皆さんが日頃の練習成果を発表します。
津市民吟剣詩舞のつどい
と　き　８月21日(日)10時～(９時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
問い合わせ　文化振興課(津リージョンプラザ)　■t229－3300

◆舞台芸術部門◆

久居アルスプラザアートカレッジ
アートマネジメント講座２回目(全２回)

ブラスバンド部チアリーダー部
合同ステージ

入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

６日(土)・７(日)
９:30～16:30

生活文化情報センター
(展示室)

和の市みえ
t090－5622－1698(町野)

フォトジャーナリズム展三重
t080－5100－5448

フォトジャーナリズム展三重2022
いまを生きる私たちと水俣

白山町老人クラブ連合会
文化作品展

11日(木・祝)～14日(日)
10:00～17:00

26日(金)～28日(日)
９:00～16:00

生活文化情報センター
(展示室)

ギャラリー、アトリエ、カルチャー
ルーム、ひさいアートスクエア

無料

ギャラリー
第２回今を生きる作品展
ドライフラワー幸座
お姫様変身体験なども開催します

500円
(小中学生対象)

無料

■久居アルスプラザ
入場料などところ催し物と　き 問い合わせ

ぷてぃ・ぼぬーる
t090－1119－4447(桑木)

13日(土)９:30～17:00
14日(日)９:00～17:00

ギャラリー
カルチャーBOX2022
おもちゃに命を吹き込もう！
「キッズ映像クリエイター講座」

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161夏休み！子ども広場7日(日)10:00～17:00

日14 14:00 15:45
大阪交響楽団演奏会
ヴィヴァ！モーツァルト！
～珠玉のモーツァルト作品をあなたに～

一般2,500円
25歳以下1,000円

無料
(一部有料のイベント
があります)

■白山総合文化センター
入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

白山町老人クラブ連合会
t262－0372(今井)

21日(日)10:00～12:00

無料まちのギャラリー


