
催し物のご案内

折り込み紙
広報津

折り込み紙
広報津

催し物のご案内

催 し 物 の ご 案 内催し 物 の ご 案 内
■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき12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５年１月16日発行～
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津リージョンプラザ
アストプラザ
久居アルスプラザ
河芸公民館
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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

日19 13:00ワイワイガヤガヤフェスタ 16:00 無料
ホームステイin津実行委員会
(市市民交流課)
t229－3102

第１回 三重県芸術写真作家協会
写真展

生活文化情報センター
(展示室)

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。

■白山総合文化センター　しらさぎホール
入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

日

■アストプラザ　ギャラリー

土４ 13:00 16:00 市人権課
t229－3165

無料
(要事前申し込み)市文化振興課(津リージョンプラザ)

t229－3300

入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

問い合わせ

三重県芸術写真作家協会事務局
t090－6642－6484(西川)

８日(水)～12日(日)
10:00～17:00
(12日は15:00まで)

無料

■久居アルスプラザ
入場料ところ催し物と　き 問い合わせ

第39回 合吟・競吟大会

t090－7037－5143(小池)

日26 14:00 16:00 在大阪・神戸インド総領事館
t06－6261－7299

国際ヨガDAY関西2023三重プレ公演・
インド独立75周年記念 
「インド古典舞踊・音楽へのいざない」 

25日(土)・26日(日)
10:00～16:00 無料まちのギャラリー白山地域文化祭

展 示 施 設 等
■津リージョンプラザ

入場料ところ催し物と　き

河芸写真サークル・全日写連本城支部
合同写真展

23日(木･祝)～26日(日)
10:00～17:00
(23日は13:00から、26
日は16:00まで)

河芸写真サークル
t245－0415(太田)
全日写連 本城支部
t059－321－8661(増木)

無料ギャラリー１

22日(水)～26日(日)
９:00～17:00
(22日は12:00から、26
日は16:00まで）

フォトフレンドTsu
t090－7611－9033(若林)無料ギャラリー第13回 フォトフレンドTsu写真展

日５ 13:00 16:30津市民文化祭 音楽部門「太鼓演奏」

■一志農村環境改善センター　多目的ホール
入場料 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

Jazz Band HAKUSAN
t090－9760－9208(伊東)日19 13:30 16:00ビッグバンド！吹奏楽！和太鼓！

にじいろコンサート

アルスカルチャーBOX2022 おやこで！ダンス
(対象 :３歳～小学２年生までの子どもとその保護者)

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

桂文我 事務局
t090－1414－9883木・祝23 13:00 16:00桂文我 独演会 前売り3,000円

当　日4,000円

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

月20

日５

18:15 19:00 1,500円

日12 10:00 15:00伝統芸能&マルシェFOODORI　

うたから三重
t090－2948－7021(橋詰)月６ 14:00 16:00歌声カラオケ(うたから)

鈴々楽団代表
t090－9338－7502 2,000円

 1,000円

市白山市民会館
t262－7026土・祝11 ９:30 12:00白山市民会館人権フェスティバル

市白山総合文化センター
t262－5893土18 13:30 15:15三重県警察音楽隊 ふれ愛コンサート 無料

(要整理券)
白山地域文化祭実行委員会
t080－5118－0268(長谷川)日26 10:00 16:00白山地域文化祭

白山地域文化祭実行委員会
t080－5118－0268(長谷川)

市人権課
t229－3165

無料伝統芸能&マルシェFOODORI12日(日)10:00～15:00

■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

ギャラリー・ひさいアートスク
エア(エントランスロビー)他

無料４日(土)12:00～16:30 生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー

人権ポスター展
津人教支部 活動報告などの展示

アルスのきらめき
津市ゆかりの日本画作家展

久居アルスプラザ
サービスセンター
t253－4161

17日(金)～26日(日)
９:00～17:00
(最終入場16:30、21日は休館)

無料ギャラリー

無料

無料

久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161土4 13:00 16:00

アルスカルチャーBOX2022
リーディング劇を体験しよう
(対象 :中学生以上)

無料

1,000円

無料

無料

①13:00
②15:00

①14:10
②16:10

津市人権講演会
＆市民とつくる人権ネットワークの集い

土４ 13:30 15:30 無料 JIA三重連絡事務局(日新設計株式会社)
t227－7421

建築文化講演会2023
「永山祐子－建築というきっかけ－」

土25 1,000円 劇団カラーズ
t090－2578－6359(事務局)

劇団カラーズ第33回公演「かもめ」
(チェーホフ・作)

日26 10:30 16:00 無料
(要事前申し込み)

土25 14:00 16:00 一般2,000円
高校生以下1,000円

～三重のヴァイオリニストたち～
弦の集い vol.３

日26 ９:30 16:00 無料

無料

1,000円

津岳風会
t090－7862－1370(畠山)

舞台マネジメント講座３回目(全３回)

水22 19:00 21:00
久居アルスプラザ サービスセンター
t253－4161

無料
(要事前申し込み)舞台マネジメント講座２回目(全３回)

月13 19:00 21:00 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舞台マネジメント講座１回目(全３回)

日19 12:30 16:00 市文化振興課(津リージョンプラザ)
t229－3300津市民文化祭 音楽部門「器楽音楽」

水15 13:30 14:40月イチ アルス寄席 三遊亭わん丈

無料

①14:00
②18:30

①16:00
②20:30

12
伝統芸能&マルシェFOODORI　
①アルスカルチャーBOX2022ハットリヒロシ和太鼓教室発表会
②市民フリーステージ

日 ①11:30
②13:30

①12:00
②15:00 無料

鈴々楽団 ほろ苦バレンタインコンサート
(未就学児入場不可)

■久居アルスプラザ　ときの風ホール
入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日

■アストプラザ　アストホール
入場料 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
入場料など 問い合わせ開演 終演催し物曜日日


