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●春日井市民会館／文化フォーラム春日井（春日井市鳥居松町5-44） ●春日井市東部市民センター（春日井市中央台2-2-1）
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交通のご案内 交通のご案内

※Web会員登録（無料）が必要、
　PiPi会員は会員IDとパスワードでログイン

かすがい市民文化財団ホームページ内
「オンラインチケットの予約・購入」から

かすがい市民文化財団 ☎0568-85-6868
●直接購入  チケットぴあもしくは端末にて
※PiPi会員割引はご利用いただけません

●文化フォーラム春日井2階・チケットカウンター
　（休館日を除く、9：00～17：15）
●春日井市東部市民センター2階・事務室
　（12/29～1/3を除く、9：30～12：00、13：00～17：00）

●上記窓口　●セブン-イレブン店頭
●郵便局「代金引換サービス」で郵送

●窓口でもWebでも指定席の公演は、空席の中から座席を選べます

※一般発売初日は10：00から予約開始
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9：00～21：30 月曜休館（祝休日の場合は翌平日）

チケット購入方法

チケット引取
※セブン-イレブンでは、チケット代金の他に、決済手数料（1件に
つき165円）と発券手数料（チケット1枚につき110円）が別途必要
です。※代金引換サービスでは、手数料570円が別途必要です。

ＪＲ中央本線
「春日井駅」北口より
・名鉄バス「鳥居松」下車すぐ
・徒歩 20分
・無料レンタサイクル5分
 （日・祝休み）

かすがいシティバスで
お越しの方
・「市役所」下車すぐ

駐車場無料
※駐車場は混雑が予想され
ます。なるべく公共交通機関
や乗合せをご利用ください。

駐車場無料
※駐車場は混雑が予想され
ます。なるべく公共交通機関
や乗合せをご利用ください。

ＪＲ中央本線
「高蔵寺駅」

・4番・5番のりば：名鉄バス
「高森台」下車、 徒歩4分

北口より

南口より
・かすがいシティバス
 「高森台」下車、 徒歩4分

かすがい どこでも アート・ドア
いつもの日常に、「アート」がやってくる！
アーティストを市内の学校、幼稚園、保育園、
公民館、福祉施設などに派遣します。

みんなの美術部
前期と後期の2期制。文化フォーラム春日井
を中心に、年間を通して5～6講座を開催。
遠足企画で、市外・県外施設へのお出かけも！

演劇×自分史
「演劇をつかって自分史で遊ぶ！」をキーワード
に、市民とともに「自分史」の魅力を再発見する
プロジェクト。 2016年からスタート。

自分史センター

最新情報お届けします
＠477kdncp

公式ラインアカウントでコンサートや日曜シネマ、
展覧会など様々な情報を配信します。

LINEスタンプも
販売中！

アーティストを呼びたい！  参加してみたい！ 活動したい！ という方はぜひ！！

自分の人生を、見つめ直してみませんか？
自分史相談▶ 毎週火曜 13：00～16：45（無料・予約優先）
本の貸出▶ 一人2冊2週間（開館時間 9：00～19：00）

文化フォーラム春日井2階財団サポーター スタインウェイピアノ開放します！
1,000席の春日井市民会館を貸切！
スタインウェイピアノと過ごす1時間。
5月・8月・1月を予定（要申込・抽選）

一緒に、春日井の文化を盛り上げましょう！
レポーター▶ 広報活動に関わるボランティア
フロントスタッフ▶ 会場案内に関わるボランティア

申込締切 3/19（日）

LINEお友だち募集！

文化フォーラム春日井では、クレジット払いもOK！

主催等 イベントラインナップ 2023.3-2024.1

俳優 西村まさ彦の
音楽劇  ピーターとオオカミ

誕生45周年記念 ねずみくんのチョッキ展　なかえよしを・上野紀子の世界
3
開催中

まで
19日

● 一般 700円 ● PiPi（財団友の会） 600円 ● 小中高生 300円　未就学児・障がい者及び介護者（付添人）入場無料

10：00～17：00（入場は16：30まで） 月曜休館 ＠文化フォーラム春日井・ギャラリー

● 一般 4,000円 ● ペアチケット（2枚セット券） 6,000円 ● 小中高生 500円 
● PiPi（財団友の会） 3,600円+１枚招待券付き 全席指定、未就学児入場不可、小学生は要保護者同伴

3 5日
16：00～ ＠春日井市民会館

最新作を含む、絵本原画、スケッチなど約160点を展示！

世界中で愛される音楽劇を西村まさ彦が語る！
発売中

森の牧場におじいさんと暮らしていた少年ピーター
は、ある日、扉を閉め忘れ、飼っていた動物たちを逃が
してしまいます。そこへ狼が現れ、大事なアヒルを丸呑
み！ ピーターは通りがかった狩人の協力も得て、果た
してアヒルは無事助け出されるでしょうか？

STORY

小学 2年生以下の方､ねずみくんの耳とチョッキプレゼント！
※なくなり次第終了とさせていただきます

ご来場のお子様
Follow us＠kasugai_bunkawww.kasugai-bunka.jp ＠477kdncp

企画：ねずみくんのチョッキ展実行委員会　特別協力：ポプラ社
©なかえよしを・上野紀子／ポプラ社

©Pedro Arnay

©Takashi Hirano
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詳しくは財団HPにて
下半期もお楽しみに！

第93回 かすがい日曜シネマ
「オードリー・ヘプバーン」

・5/21
＠文化フォーラム春日井・視聴覚ホール 
・5/28
＠春日井市東部市民センター

ダ・カーポ
デビュー50周年コンサート

山田雅哉 『エチカ』

君島大空  独奏
4 22土 4 23日

市制80周年記念  第30回日本舞踊鑑賞会5 14 日

世良公則 KNOCK KNOCK 
with渡辺美里&NAOTO

1020金

びわ湖ホール 
四大テノール コンサート
帰ってきた

発売中

発売中

6 11日

蝶花楼桃花
真打昇進披露公演

ちょう か ろう もも か6 25日

市制80周年記念　生で聴く

“のだめカンタービレ”の音楽会
ニューイヤーコンサート

日土・祝
4 29 -5 21

1
2024

8
月・祝

17：00～ ＠文化フォーラム春日井・ギャラリー

● 一般 4,000円 ● PiPi（財団友の会） 3,800円 
● 小中高生 1,000円
全席整理番号付自由席、未就学児入場不可、小学生は要保護者同伴

● 一般 5,000円 ● PiPi（財団友の会） 4,500円 ● 小中高生 500円 
全席指定、未就学児入場不可、小学生は要保護者同伴

● 一般 3,000円 ● 小中高生 500円
● PiPi（財団友の会優待価格） 1,000円
全席指定、未就学児入場不可、小学生は要保護者同伴

14：00～ ＠春日井市東部市民センター

14：00～ ＠春日井市東部市民センター

● 一般 4,800円
● PiPi（財団友の会） 4,500円 
● 小中高生 500円
全席指定、未就学児入場不可、小学生は要保護者同伴

● 入場無料

12：30～ ＠春日井市民会館

春風のように暖かなハーモニー
世代を超えて愛される名曲をお届けします｡

【特別出演】坂東玉三郎（人間国宝）　地唄舞「雪」
富山清琴（人間国宝）【箏】、 富山清仁【三絃・歌】

世良公則が様々なゲストを迎えて贈る最高のアコース
ティックライブ。待望の春日井公演が決定! お見逃しなく。

世界中から愛されたオードリーの知られ
ざる人生を描く、ドキュメンタリー映画。

気軽に無料で楽しめるクラシックコンサート

声を上げても、泣いちゃってもＯＫの30分！

出演：茂木大輔（指揮）、名古屋フィルハーモニー交響楽団（管弦楽） ほか

春風亭小朝の秘蔵っ子　待望の春日井公演！

10年ぶりに春日井へ！ 4人のテノール歌手による、
THE・エンターテイメント！

東海テレビ｢ニュースOne｣の美術セットにも起用！
気鋭の地元出身画家をご紹介します。

大注目のシンガーソングライター/ギタリストが春日井に！

ラルンベ・ダンサ
エアー ～不思議な空の旅～

723日
＠春日井市
東部市民センター

３D×ダンス！？

飛び出す絵本を

見るような愉快な

ステージがスペイン

からやってくる！

5年ぶりに待望のオーケストラ版が実現！ 新年を彩る
クラシックの名曲を迫力のオーケストラサウンドで。

PiPi（財団友の会）▶3/11（土）9：00～14（火）17：00
一般Web▶3/15（水）10：00～17（金）17：00
3/18（土）～

先行予約

一般発売

PiPi（財団友の会）
▶3/26（日）9：00～29（水）17：00
一般Web
▶3/30（木）10：00～4/1（土）17：00
4/2（日）～

先行予約

一般発売

● 一般 4,000円 ● PiPi（財団友の会） 3,700円
● 小中高生 500円 
全席指定、未就学児入場不可、小学生は要保護者同伴

PiPi（財団友の会）
▶4/15（土）9：00～18（火）17：00
一般Web
▶4/19（水）10：00～21（金）17：00
4/22（土）～

先行予約

一般発売

3/22（水）9：30～一般発売

＠春日井市民会館14：00～

10：15～，13：30～

13：30～

３年ぶりに大人気セミナーが復活！
歌舞伎の楽しみ方・見どころが
これでわかる！！

● 入場料 500円
　（当日支払い） 
※7/30（日）の
歌舞伎チケットを
お持ちの方は無料！

葛西聖司の
極付！ 歌舞伎セミナー

6 17 土
＠春日井市民会館

立川志の輔独演会

9 18月・祝

聴く人全てを虜にする、
志の輔落語の世界をお楽しみに｡

＠春日井市民会館

♪今日が一番若い日　♪野に咲く花のように
♪宗谷岬　♪結婚するって本当ですか　ほか

出演：春日井市日本舞踊協会
　　　常磐津「夕立」 稲垣よし美　ほか

春日井市日本舞踊協会

東部市民センター主催公演

開館40周年記念
クラシックコンサート

7 2日
４月発売予定

5月発売予定

7月発売予定

6月発売予定

４月発売予定

＠春日井市東部市民センター

春日井ゆかりの演奏家たちが結集する五重奏。

瀬木理央（ヴァイオリン）、 小林伊津子（ヴィオラ）
山本裕康（チェロ） 山本友重（ヴァイオリン） 河尻広之（ピアノ）

蝶花楼桃花

清水徹太郎 竹内直紀 山本康寛 古屋彰久
植松さやか（ピアノ）

桂宮治

春風亭昇々

玉川太福

10：00～17：00 ＠文化フォーラム春日井・ギャラリー

8 26土 ミュージカル 「カラフル」
アミューズ×世田谷パブリックシアター

令和五年度（公社）全国公立文化施設協会 主催  東コース

27日，

直木賞作家・森絵都著による100万部を超える

大ヒット小説「カラフル」を原作にした

新作オリジナル・ミュージカル。

夏休みの“記憶に残る演劇体験”をご家族で。

【脚本・作詞・演出】 小林香

＠春日井市民会館

松竹大歌舞伎

7 30日 ＠春日井市民会館

＠春日井市民会館

＠春日井市民会館

･昼コン

･夜コン

14：00～

19：00～

, 5/20 土4/15土 , 6/24 土

, 6/9 金5/12 金 , 7/7 金

10：00～, 11：30～3/16 木
10：00～, 11：00～5/11 木

日

・3/12
＠文化フォーラム春日井・視聴覚ホール 

10：15～，13：30～日

日

※やむを得ない事情によって、出演者・内容等が変更になる場合があります。　※発売日等、最新情報は財団HPをご覧ください。

梅川壱ノ介　《静と知盛》より 知盛の踊り

梅川壱ノ介坂東玉三郎

＠文化フォーラム春日井・交流アトリウム

鈴木福 川平慈英

過去の上映作品は
財団HPにて掲載！

･親子のためのはじめての音楽会

第92回 かすがい日曜シネマ
「20歳のソウル」

● 前売券 800円（当日券 1,000円） 
● PiPi（財団友の会） 700円 ● 小中高生 500円

©2022「20歳のソウル」製作委員会

名門 吹奏楽部の絆が生んだ希望と感動の実話｡

発売中

全席指定、未就学児入場不可、小学生は要保護者同伴

主催等 イベントラインナップ 2023.3-2024.1

©Pedro Arnay

©Takashi Hirano

☎0568-85-6868 財団HP
先行予約・購入ができるWeb会員（登録無料）、 それよりも更に前に予約・購入・チケット
の割引などの特典が受けられる、 PiPi（財団友の会）会員（年会費1,500円）募集中！

鬼一法眼三略巻 菊畑、  土蜘


