津山文化センター

管理者：（公財）津山文化振興財団 津山市山下 68
休館日：毎週木曜日 電話 0868-24-0201

12. 3（日）

藤間流こむらさき会
「華の舞 新・おどり絵巻」
12. 10（日）

Dance Studio NEXT「INFINITY vol.4」
12. 12（火）

【時 間】12：00〜
【料 金】無料
【主催・問合せ】こむらさき会 電話 0868 - 27 - 1782

12

2017

【時 間】13：00〜
【料 金】2,000円
【主催・問合せ】Dance Studio NEXT
電話 0868 - 20 - 1072

新日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる

クラシックコンサート

【時 間】19：00〜
【料 金】A席5,800円 B席4,800円
【主催・問合せ】民主音楽協会中国センター
電話 082 - 567 - 0585

上田正樹コンサート
12. 17（日）

Globe「BEYOND vol.4」
12. 23（土・祝）

第20回つやまこどもオンステージ

カルテット

2017年 12 月 8 日
（金）

【時 間】13：00〜
【料 金】1,500円
【主催・問合せ】Globe Fitness & Studio
電話 0868 - 32 - 0155

開場 /18:00 開演 /18:30
音楽文化ホール・ベルフォーレ津山
前売/2,000円(当日500円増)
全席自由

~プログラム~

【時 間】12：00〜
【料 金】800円
【主催・問合せ】つやまこどもオンステージ実行委員会
事務局 電話 0868 - 24 - 0201

バッハ作曲

主よ人の望みの喜びよ
ドヴォルザーク作曲

弦楽四重奏曲第12番へ長調『アメリカ』
ハイドン作曲

ときめきサタデー
IN銀天街

！
FMつやま生 放送

12/2(土)•16(土) 正午〜14時

まちなか博物館 開催中

【問合せ】協同組合津山銀天街
090-3175-7535（出口）

毎週金・土曜日
マルイ本店2階

「津山街ナリエオープニングイベント」

ソシオおかみさん会がとん汁販売
12/2(土)15時〜

12/23(土)15時〜
先着300名様
当りはお菓子の詰め合わせ
はずれなし！
コーラスグループ「ピアチェーレ」

クリスマスコンサート

12/23(土)16時〜 17時〜

ホームページも「津山まちなかインフォメーション」 ｈttp://tsuyama.cm/

銀天街

ほか

【主催】津山音楽鑑賞会
【共催】音楽文化ホール・ベルフォーレ津山
【問合せ】
ステージプランニング
E-mail Takagiyuki4@mail.com

商店街

1杯200円

クリスマスお楽しみ抽選会

【主催・問合せ】
津山街ナリエ実行委員会事務局
電話 0868-22-7654

弦楽四重奏曲第78番変ロ長調『日の出』
サウンドオブミュージックより
『エーデルワイス』

おかみさんカフェ
12/23(土)15時〜
飲み物100円
ロールケーキ200円

押し花ワークショップ
12/23(土)15時〜

携帯電話からは、QR コードでアクセス！

平成 29 年 12 月 1 日号 津山まちなかインフォメーション No.69 発行元：津山街づくり株式会社 岡山県津山市新魚町 17 電話 0868-31-2001

まちなかシネマ賑わい創出事業

ベルフォーレシアター
12. 27（水）〜28（木）

それいけ！アンパンマン
ブルブルの
宝探し大冒険！
①10：30〜
②12：30〜

ベルフォーレシアター
最新情報を、いち早くGET！
！
携帯電話からアクセス→

12. 27（水）〜28（木）

ミックス。
14：30〜
詳しくはなか面をご覧下さい！

29.12月スケジュール
29.12月スケジュール
音楽文化ホール・ベルフォーレ津山
12. 2（土）

アルネ・津山 7 階 貸館 9 時〜 22 時（受付 18 時まで）
休館日：5（火）12（火）19（火）26（火）29（金）〜31（日）3c1電話 0868‐31‐2525
【時
【料

津山シティーブラス「第29回定期演奏会」
12. 3（日）

ヴォーカルアンサンブル津山
オペラ＆合唱コンサート

12. 8（金）

新日本フィルハーモニー交響楽団
メンバーによる
クラシックコンサート カルテット

12. 9（土）

第18回ふれあいコンサート津山

12. 10（日）

オカリナ＆マリンバデュオ「森の詩」コンサート
12. 16（土）
12. 24（日）

間】18：30〜
金】大人 900円（大人のみ当日100円増）
こども（高校生以下） 500円（未就学児無料）
【主催・問合せ】津山シティーブラス 電話 090‐1333‐2385
【時
【料

間】14：00〜
金】一般 2,000円
学生 1,000円（当日各500円増）
(未就学児入場不可)
【主催・問合せ】(公財)津山文化振興財団 電話 0868‐24‐0201
【時 間】18：30〜
【料 金】前売り 2,000円（当日500円増）
【主催・問合せ】津山音楽鑑賞会 E-mail： takagiyuki4@gmail.com
【時 間】18：00〜
【料 金】無料
【主催・問合せ】津山防衛協会

電話 0868‐22‐3141

【時 間】14：00〜
【料 金】前売 2,500円（当日3,000円）
【主催・問合せ】オカリナ＆マリンバデュオ「森の詩」
E-mail： info@moriuta.com
【時 間】9：40〜
【料 金】無料
【主催・問合せ】津山市立鶴山幼稚園

岡山県作陽高等学校吹奏楽部
第16回定期演奏会

【時 間】14：00〜
【料 金】500円
【主催・問合せ】岡山県作陽高等学校

岡山県立津山商業高等学校吹奏楽部
第43回定期演奏会

まちなかシネマ賑わい創出事業

12. 27（水）〜28（木）

電話 0868‐23‐2188

【時 間】14：00〜
【料 金】無料
【主催・問合せ】岡山県立津山商業高等学校

津山市立文化展示ホール
12.2（土）〜7（木）

第26回津山市写真展「みまさかの現在」
第12回神南備の会作品展

12. 5（火）〜11（月）

フォトサークルANS-5写真展
12. 13（水）〜17（日）

【時
【料

間】①10：30〜 ②12：30〜
金】一般 1,500円
学生 1,200円
小人 1,000円 （200円割引券有り）
【主催・問合せ】ベルフォーレ津山 電話 0868‐31‐2525
間】14：30〜
金】一般 1,500円
学生 1,200円
小人 1,000円 （200円割引券有り）
【主催・問合せ】ベルフォーレ津山 電話 0868‐31‐2525

アルネ・津山4階

12. 21（木）〜25（月）

生きがいと創造の作品展

貸館9時〜19時（受付18時まで）
電話0868‐31‐2525

【時 間】10：00〜18：00 ※7日は15時まで
【料 金】無料
【主催・問合せ】津山市教育委員会文化課
電話 0868‐32‐2121（津山市教育委員会文化課）
【時 間】10：00〜17：00 ※12日は16時まで
【料 金】無料
【主催・問合せ】神南備の会 電話 0868‐36‐4243（平井）
【時 間】10：00〜17：00 ※17日は16時まで
【料 金】無料
【主催・問合せ】美作地区高等学校美術部協議会
電話 0868‐22‐4174（平井）

12. 19（火）〜22（金）

【時 間】10：00〜18：00 ※19日は14時から 22日は15時まで
【料 金】無料
【主催・問合せ】岡山県美作高等学校 電話 0868‐22‐4838（江原）

【時 間】10：00〜17：00 ※3日は16時まで
【料 金】無料
【主催・問合せ】大平ふさ子
電話 0868‐31‐2010（地域交流センター）

【時 間】10：00〜18：00 ※5日は14時から 11日は16時まで
【料 金】無料
【主催・問合せ】フォトサークルANS-5
電話 090‐4573‐9892（明楽）

【時 間】10：00〜18：00
【料 金】無料
【主催・問合せ】フォトサークル四季
電話 0868‐31‐2010（地域交流センター）
【時 間】10：00〜18：00
【料 金】無料
【主催・問合せ】一般財団法人津山慈風会 アーバンライフ二階町
電話 0868‐35‐2000

アルネ・津山 4 階 開館時間 10 時〜 19 時

津山市立図書館

休館日：31（日） 電話 0868‐24‐2919

●木曜ビデオ館

●むかし話を聞く会

●小さな子どもの
えほんのじかん

●「クリスマスおたのしみ会」

毎週木曜日 14：30〜

12月2日(土) 14：00〜14：30
12月10日(日) 14：00〜15：00

●小学生のための
「物語をたのしむ会」

●ファミリーシアター
「Casper キャスパー」
12月17日(日) 14：30〜

●おはなし会

12月21日(木) 11：00〜11：30

12月16日(土) 14：00〜14：40

電話 0868‐22‐4336

12. 16（土）〜17（日）
平成29年度美作地区高等学校美術部展

岡山県美作高等学校創造コース展

トールペイントフレンドシップ作品展

毎週水曜日 10：30〜11：00

【時
【料

映画「ミックス。」

12. 9（土）〜12（火）

電話 0868‐22‐2352

ベルフォーレシアター

12. 27（水）〜28（木）
映画「それいけ！アンパンマン
ブルブルの宝探し大冒険！」

12. 2（土）〜3（日）

フォトサークル四季写真展

鶴山幼稚園生活発表会

12. 25（月）

アルネ・津山4階
電話0868‐31‐2010

地域交流センター

●健康セミナー「もっと知りたい「認知症」〜認知症に寄り添うコツ〜」12月6日（水）14:00〜15:00
講師：小幡陽子さん（津山中央病院・認知症看護認定看護師）
●第６回つやま読書会 12月17日（日）13:00〜14:30
作家平茂寛さんも毎回参加していただいている読書会です。参加者がお互いにおすすめ本を紹介して読書の輪を広げています。
●関塾津山公開講座「地元発・一番だからみえるもの only oneの美学」 12月16日（土）14:00〜16:00
講師：佐田時信氏（株式会社佐田建美代表取締役）募集人数 先着40人 応募期間 11月20日（月）〜12月15日（金）

天満屋 1 階コンコース
質屋の蔵出し
質流れ品・金融品大処分市

【期 間】11/30（木）〜12/4（月）
【内 容】有名ブランドの質流れ品を充実させてお待ち
いたしております。欲しかったあのブランドが大変お買い
得な価格で手に入るチャンスです。

子供服＆ワールドスペシャルセール

【期 間】12/6（水）〜11（月）
【内 容】子供服の有名ブランド＆「THE SHOP TK」
「
grove」
「ハッシュアッシュ」のワールドブランドを集めて
のセールです。ぜひお買い得なこの機会にご来場くだ
さい。

ワコール感謝セール

【期 間】12/13（水）〜18（月）
【内 容】半期に一度のワコール感謝セール!!この機会
を是非お見逃し無く。

営業時間 10 時〜 19 時 電話 0868-31-2111

歳末食品市/陶器市

【期 間】12/20（水）〜26（火）
【内 容】年末恒例の食品市は年末商材をご用意して
おります。陶器、台所用品など新年の準備品を取り揃え
てお待ちしております。

帰省土産・迎春用品

【期 間】12/27（水）〜31（日）
【内 容】年末の帰省に最適なお土産菓子を中心に商
品をご用意いたしております。
また新年を迎える準備を
整える用品を揃えております。

お歳暮ギフトセンター
【期

間】12/1（金）〜25（月）
※会場は3階ギフトカウンター
【内 容】
お世話になったあの方へ感謝を込めて。全国
各地の選りすぐりの商品を集めました。送料無料。
ぜひ、お歳暮は天満屋で。

