
5.24●

詩人 大崎清夏 星空ポエム朗読会
朗読会

コンサート

コンサート 伝統芸能

コンサート

コンサート

パフォーマンス

コンテンポラリーダンス

講演会

伝統芸能

コンサート

コンサート

伝統芸能

演劇

伝統芸能

中原中也賞を受賞し、子ども向けの絵本の執筆も手掛
ける詩人による朗読会。名作を聴く良い機会です。ワー
クショップで子どもたちが作った詩の発表もあります。

CMソングでも知られる「春咲小紅」、ウキウ
キするような天真爛漫な歌声は聴いている
人を楽しい気分にさせてくれます。貴重な日
本でのコンサートをぜひお楽しみください。

NHK Eテレ「ピタゴラスイッチ」でお馴染みの栗コーダーカルテット
が、オリジナル曲をはじめ、「やる気のないダースベイダー」や
「ジョーズ」などヒット曲を集めたライブを開催。子どもから大人まで
幅広い層に支持される、ほのぼのとした音楽をお楽しみください。

かがり火によって幻想的に照らされた信長の館跡に再現される、幽玄の世界をお楽しみください。

笑点6代目司会者としても大人気！若くし
て芸術祭大賞をはじめとして、数々の賞を
受賞するなど、新作・古典問わず高い評価
を得ている実力派真打の落語をたっぷり
とお楽しみください。

時間 14：00 開演
料金 100円 (中学生以下無料)　申込受付 4月5日（日）～

時間 9：15 開始　料金 200円　申込受付 4月5日（日）～
対象 小学校4年生～6年生　定員 20名

時間 13：30 開始　料金 無料　申込受付 4月4日（土）～
対象 小学校1年生～6年生

小牧中部公民館 プラネタリウム会場

6.13●
音楽をあそぼう！
にじいろ音楽隊  音楽ワークショップ

味岡市民センター会場

飯森のチャイコフスキー生誕180周年記念
3大交響曲ツィクルス1

●出演 指揮／飯森範親　管弦楽／中部フィルハーモニー交響楽団
●プログラム チャイコフスキー：交響曲第4番ヘ短調 作品36 ほか

時間 15：00 開演
料金 プラチナ席／5,500円　S席／4,500円
　　  A席／3,500円　　　　B席／2,500円　
　　  学生席※25歳以下（当日窓口のみで販売）／1,000円
チケット一般発売 6月17日（水）

市民会館大ホール会場

中部フィルハーモニー交響楽団
小牧特別演奏会 2020こまき第九
未来プロミシングコンダクターシリーズ1

●出演 指揮／田中祐子　管弦楽／中部フィルハーモニー交響楽団　
　　　 独唱／伊藤晴、向野由美子、中井亮一、牧野正人
　　　 合唱／2020こまき第九特別合唱団
●プログラム ベートーヴェン： 交響曲第9番ニ短調「合唱付き」作品125

時間 15：00 開演
料金 プラチナ席／5,500円　S席／4,500円　
　　  A席／3,500円　B席／2,500円　
　　  学生席※25歳以下（当日窓口のみで販売）／1,000円
チケット一般発売 9月2日（水）

市民会館大ホール会場

2.6●
中部フィルハーモニー交響楽団 第74回定期演奏会KOMAKIシリーズ②
飯森のチャイコフスキー生誕180周年記念
3大交響曲ツィクルス2

●出演 指揮／飯森範親　管弦楽／中部フィルハーモニー交響楽団
●プログラム チャイコフスキー：交響曲第5番ホ短調 作品64 ほか

時間 15：00 開演
料金 プラチナ席／5,500円　S席／4,500円　A席／3,500円　
　　  B席／2,500円　学生席※25歳以下（当日窓口のみで販売）／1,000円
チケット一般発売 10月28日（水）

市民会館大ホール会場

新春ワンコインコンサート！ 邦楽の調べ
和楽器カルテット四輝×
津軽三味線ユニット華舎組-KEYAGU-

時間 14：00 開演　料金 500円　チケット一般発売 10月16日（金）
味岡市民センター会場

11.1●
栗コーダーカルテット ほのぼのコンサート

時間 14：00 開演　料金 一般／2,000円　U25／1,000円
チケット一般発売 8月14日（金）

味岡市民センター会場

正統派の落語家として落語通からも評価が高く、古典落語をじ
わりと聞かせる技巧派。スマートなルックスから女性ファンも多
い。立川談春や柳亭市馬からも絶賛される本格派の落語をぜひ
お楽しみください。

1.16●
駒来落語会 柳家三三 独演会

時間 14：00 開演　料金 一般／2,500円　U25／1,000円　
チケット一般発売 10月23日（金）

北里市民センター会場

障がいの有無、年齢、性別の垣根なく、カラフルな
色やきらめく光、音が響く振動などを身体的な感覚
で空間そのものを楽しむ舞台です。

圧倒的な歌唱力を持つMay J.とオーケストラの豪華コラボレーションでお届けするコンサー
ト。子どもから大人まで幅広く愛されているディズニーや映画音楽を中心におおくりします。

2月
愛知県芸術劇場連携公演
ソーシャルインクルージョンプログラム

時間・料金・チケット一般発売 未定
東部市民センター会場

コンテンポラリーダンスの自由で創造的な世界を
ダンサーの白井剛と市民で一緒に創り上げます。

2.27●
公共ホール現代ダンス活性化事業 市民参加型企画
白井剛と創るアートな世界

時間・料金 未定
チケット一般発売 11月27日（金）　

市民会館大ホール会場

May J.×中部フィル SPECIAL CONCERT

●出演 
May J.
指揮／飯森範親
管弦楽／中部フィルハーモニー交響楽団
●プログラム
「Let It Go」
(ディズニー映画「アナと雪の女王」より) ほか●出演 竹本知子（箏）、加藤奏山（尺八）、辻祐（太鼓）、佐藤史織、

          小田島旺樂、中村祐太（津軽三味線）

時間 15：00 開演
料金 プラチナ席／7,000円　S席／5,000円　
　　  A席／4,000円　B席／3,000円　
　　  高校生／半額　中学生以下／500円
チケット一般発売 12月25日（金）
※プラチナ席は高校生料金及び中学生以下料金は
　対象外です。

市民会館大ホール会場

サンタクロースはいるの？ どこから来るの？ 普段は何をしているの？世界中の子どもた
ちの、永遠の問いかけに正面から答えます。全国各地で大好評、親子で楽しめる参加型
演劇。サンタクロースの存在を信じているすべての子どもと大人のための会議に、よう
こそ。（4歳以上入場可）

箏・津軽三味線・尺八・和太鼓が一度に楽しめるコンサート！年
の始めにふさわしい邦楽の調べをワンコインで楽しめます。

12.12●・13●
青年団 子ども参加型演劇「サンタクロース会議」

時間 12日 11：00／14：00 開演
　　  13日 11：00 開演
料金 こども席（4歳～小学生）／500円
　　  大人席（中学生以上）
　　 一般／1,000円  U25／500円
チケット一般発売 9月18日（金）

市民会館大ホール
(舞台上が客席になります。)

会場

現代演劇界にとどまらず、小中学校のワークショップ実施や
大学で教鞭をとるなど多方面で活躍する劇作家・演出家の
平田オリザによる講演会。地域にとっての文化、芸術の重要
性を語ります。

11.22●
平田オリザ 特別講演会
「なぜ、今、地域に芸術が必要なのか 」

時間 17：00 開演　料金 無料　申込受付 9月22日（火）～
まなび創造館 あさひホール会場

駒来落語会
春風亭昇太独演会

時間 14：00 開演
料金 一般／3,500円　U25／1,000円　
チケット一般発売 7月17日（金）

市民会館大ホール会場

小牧山薪能

時間 17：00 開演小牧山史跡公園会場

矢野顕子 リサイタル2020
-ピアノ弾き語り-

時間 17：00 開演
料金 S席／4,500円　A席／3,500円
　　  B席／2,500円　U25／1,000円
チケット一般発売 6月19日（金）

市民会館大ホール会場

星空ポエムをつくろう～みんなでつなげる星たちの詩～

ワークショップ参加者は翌日のにじいろ音楽隊ファミリーコンサートに出演！

時間 11：00 開演
料金 一般／1,000円　U25／500円　
チケット一般発売 4月17日（金）

6.14●
にじいろ音楽隊
ファミリーコンサート

味岡市民センター会場

にじいろ音楽隊が生み出す楽しい音の広場へよう
こそ！小さなお子様から大人までみんなで楽しめる
コンサートです。

WORKSHOP
ワークショップ

関連

WORKSHOP
ワークショップ

関連

©Toshihiro Shimizu

©s.yamamoto

©山岸伸

©Tsukasa Aoki

©sajihideyasu

©NagareTanaka

コンサート

こまき市民文化財団 ●内容は変更となる場合があリます。各公演の詳細につきましては、チケット発売前に配布
　するポスター・チラシ、財団ホームページでお知らせいたします。
●U25（25歳以下）チケットで入場される方は、公演当日、年齢を確認できるもの
　（学生証、運転免許証など）を必ずこ提示ください。

5.24●日

土

日

日

9.19●土

12.5●土

土

1.9●土

3.27●土

土

土

土

10.11●日

9.20●日

9.13●日

日

日

日

©山岸伸

中部フィルハーモニー交響楽団 第71回定期演奏会KOMAKIシリーズ①

8.1●
愛知県芸術劇場ファミリープログラム
「えんどうまめとおひめさま」

時間 未定　料金 一般／1,000円　U25／500円　チケット一般発売 5月15日（金）
味岡市民センター会場

市民会館会場

アンデルセン童話をベースにしたノルウェーのダンスカ
ンパニーによる見た目にも楽しいパフォーマンスです。

こまぶんフェスタ
音楽を感じる1日、小牧の夏を音楽で盛り上がろう！

演劇土

8.23●日

0歳から
楽しめる

れきしるこまきオープン1周年記念
『墨絵師：御歌頭』武将画ライブ

時間 1回目/11：00～ 2回目/14：00～　料金 無料
れきしるこまき南側芝生広場会場

巨大な紙に武将画を描く墨絵師「御歌頭(おかず)」
による迫力のライブをご覧ください！

パフォーマンス4.25●土

れきしるこまきオープン１周年記念講演
「信長の小牧山城
－その歴史的意義を読み解く－」

時間 １３：３０～　料金 無料市民会館大ホール会場
千田嘉博（奈良大学文学部文化財学科教授）講師

城郭研究の第一人者で、その知識と最新の知見をわかりやす
い語り口で解説される千田嘉博教授による小牧山城につい
ての記念講演。

講演会4.26●日

0歳から
楽しめる

©畠中 和久
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・チケットぴあ店頭購入

チケット購入方法 〈こまき市民文化財団友の会〉 アートフレンド小牧

下記の5か所に販売窓口がございます。※施設により開館時間、休業日が異なります。
窓口でのチケットのお求め

（特典）チケットの先行予約販売＆チケット料金の割引

・ご自宅に情報誌やイベントのご案内をお送りします。
その他（特典）・市民会館

[受付時間] 9：00～20：00 ※月曜休館  [住所] 小牧市小牧2丁目107

・東部市民センター
[受付時間] 9：00～17：00 ※月曜休館  [住所] 小牧市篠岡2丁目23

・味岡市民センター
[受付時間] 9：00～17：00 ※月曜休館  [住所] 小牧市久保新町60

・北里市民センター
[受付時間] 9：00～17：00 ※月曜休館  [住所] 小牧市下小針中島2丁目130

・まなび創造館
[受付時間] 9：30～17：00 ※第3火曜休館  [住所]小牧市小牧3丁目555

・こまき市民文化財団 TEL：0568-71-9700　
[受付時間] 9：00～17：00 ※月曜日定休　[住所] 〒485-0041 小牧市小牧2丁目107

電話予約

・財団ホームページから予約・購入 http://www.komaki-bunka.or.jp
チケットの引き取りは市内各販売窓口、セブン-イレブンから選べます。

インターネット

コンビニエンスストア（セブン-イレブン）
ぴあのお店で直接ご購入いただけます。（別途発券手数料がかかります）

・お問い合わせ
TEL：0570-02-9999 [受付時間]10：00～18：00（Pコードが必要です）

チケットぴあ

※お支払い、お受け取り方法などの詳細については、チケットぴあに直接お問い合わせください。
なお、チケットぴあでの購入の場合、アートフレンド会員割引等はご利用いただけません。

年会費

プレミアム会員

1,000円 年会費 無料年会費 1,500円

Webから 〉

財団主催事業（市民会館、各市民センター、まなび創造館で実施する舞台公演
事業等）のチケットが対象となります。※一部を除く

会員の種類と年会費

申し込み方法

会員期間は入会日から1年後の月末までとなります。
例）2020年4月15日の入会の場合、2021年4月30日まで

スタンダード会員 メール会員

先行予約・割引購入は
2枚まで

先行予約・割引購入は
1枚まで

先行予約・割引購入なし
最新の情報をお届けします

窓口にて  〉

チケット料金

割引額

500円超～1,000円以下

200円引き

2,000円以上

500円引き

1,000円超～2,000円未満

300円引き

市民会館、各市民センター、まなび創造館の各窓口で、入会申込書と年会費を添
えてお申込みいただくと、その場で会員証を発行いたします。

こまき市民文化財団ホームページから、ご希望の会員を選択し、必要事項を入力
してご登録ください。お支払方法は、窓ロ・クレジットカード決済、セブン-イレブン
決済、銀行振込決済からお選びいただけます。入金確認後、会員証、規約などを
ご登録のご住所にお届けします。

チケット予約・購入は財団HPから！

いつでも買える 支払方法を選べる スマホ・パソコンで
買える 席を自分で選べる

※月曜日はチケットのお取り扱いはできません。

小牧市文化協会主催事業
2020

2021

市民茶会
会場：青年の家　主催：茶道連盟4.5●日 茶会 第43回小牧民謡まつり

会場：市民会館　主催：民謡連盟12.6●日 民謡

初謡会
会場：勤労センター　主催：謡曲連盟2月 謡曲

吟剣詩舞道大会
会場：味岡市民センター　主催：吟剣詩舞道連盟7.12●日 詩吟・剣舞

小牧市民音楽祭
会場：市民会館　主催：音楽連盟7.12●日 合唱・吹奏楽

合同撮影会作品展
会場：まなび創造館　主催：写真連盟12月 展示

第44回小牧民踊まつり
会場：市民会館　主催：民踊協会2.14● 民踊

初舞の会
会場：勤労センター　主催：日本舞踊協会2月 日本舞踊

文化講演会
会場：まなび創造館 あさひホール　主催：小牧市文化協会2月 講演会

吹奏楽フェスティバル
会場：市民会館　共催：吹奏楽連盟10.4●日 吹奏楽

第48回総合文化祭
会場：市民会館・市公民館　主催：小牧市文化協会

5.26●火
～31●日

展示・芸能発表

第61回小牧市民美術展
会場：まなび創造館 アリーナ

10.25●日
～11.3●火

展示

第43回小牧市文芸祭
会場：まなび創造館 ギャラリー　主催：文芸協会

10.25●日
～11.3●火

展示

第71回書き初め大会
会場：1.16●篠岡小学校　1.17●小牧小学校　主催：書道連盟

1.16●
1.17●

土

日

日

書道

作品展 1/27●～31● 会場：まなび創造館センターモール水

土

日

日
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一般財団法人こまき市民文化財団

TEL：0568-71-9700 FAX：0568-39-5671MAIL：info@komaki-bunka.or.jp
事務局（小牧市市民会館内）　〒485-0041 愛知県小牧市小牧2丁目107
営業時間：8：30～17：15   
休業日：月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）

HP：www.komaki-bunka.or.jp

交通のご案内

●電車…名鉄小牧線
「小牧駅」下車徒歩約10分
　
●お車…名神高速道路
小牧ICから国道41号・
国道155号で約2.5km

@bunka.komaki
Facebook

N

小牧商工
会議所東

市民会館北

ラピオ
小牧小学校

小牧山

東名高速道路
名神
高速道路

間々本町

弥生町

名
鉄
小
牧
線

名古屋高速
11号小牧線

41

155

197
至
名
古
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駅

（小牧市市民会館内）
こまき市民文化財団事務局

こまき市民文化財団

小牧
IC


