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７月２６日　　～８月２５日
２０１９年

金 日
県内各所
で開催！

リトアニアＮＯＷ２０１９オープニング

リトアニアンナイト２０１９

リトアニア物産展も

同時開催！

リトアニアから直輸入したはちみつや、
リトアニアはちみつを使用した創作鮎菓子、
リトアニア特産品の展示販売も同時開催！

２０１９２０１９２０１９
リトアニア伝統の歌と踊り・民族楽器の演奏
設立８０年を誇るリトアニア屈指のパフォーマンスをお届けします！

ぎふ清流文化プラザ１F サービスカウンター
７月３日（水）～予定枚数の配布が終了するまで
９：００～21：００

日 時

場 所

入場料

定 員

出 演

７月２６日（金）18：00開演（17:00開場）
ぎふ清流文化プラザ２F 長良川ホール
（岐阜市学園町３-４２）
無料（自由席） ※要整理券
200名（先着順）
カウナス・フォークダンスアンサンブル
「Suktinis（スクティニス）」
＜特別出演＞ ソプラノ歌手 新南田 ゆり
　　　　　  バリトン歌手 女屋 哲郎
　　　　　  ピアノ演奏　秋田 美穂子
　　　　　  ウィーン岐阜合唱団 新南田 ゆり 女屋 哲郎

整理券配布のご案内
場所
期間
時間

整理券は、お一人様につき１枚配布します。代表で受け取られる場合には、５名様
分まで受け取ることが可能です。封書での申込みも受け付けておりますので、問
合先へご連絡ください。電話・FAX・メールでの申込みは受け付けておりません。

整理券に関するご注意

整理券は開演１５分前までの入場優先券です。お席を確約するものではございま
せんので、予めご了承ください。観覧時に車椅子をご利用の方や補助犬をお連れ
の方は、事前にお問い合わせください。

入場・観覧に関するご案内

 ※記載内容は、予告なく変更・中止する場合がありますので、ご了承ください。 

問合先／公益財団法人 岐阜県教育文化財団 プラザ事業課
　　　　TEL ０５８-２３３-８１６４

写真提供：Andrius Aleksandravičius

写真提供：Suktinis

リトアニア

主催：岐阜県
共催：岐阜県国際交流センター、岐阜・リトアニア友好協会、在岐阜リトアニア共和国名誉領事館、
　　 杉原「命の外交官」基金（リトアニア「スギハラハウス」管理運営団体）
協力：在日リトアニア共和国大使館、カウナス市、八百津町

リトアニアはちみつを使用した創作鮎菓子、
リトアニア特産品の展示販売も同時開催！
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リトアニア文化交流
フェスティバル

岐阜県とリトアニアの交流
岐阜県とリトアニアは、県出身の偉人杉原千畝を縁に
交流を進めています。文化・観光の交流のほか、今年は
リトアニア産はちみつの輸入が始まるなど、多彩な交流
の輪が広がっています。また、県と八百津町は、カウナス
のスギハラハウス（旧日本領事館）の修繕支援募金を
行い、これまでに計４万ユーロを贈呈しました。 カウナスのスギハラハウス

スクティニスによる単独ミニコンサートの
ほか、カウナスのスギハラグループ（日本と
カウナスの友好交流を促進する団体）によ
るカウナスの紹介や組み紐・民族衣装体験
などのワークショップを開催。
日時

場所

料金
定員

７月２７日（土）
１３：００～１５：００（１２：００開場）
岐阜県図書館１F
多目的ホール（岐阜市宇佐４-２-１）
入場無料（自由席）
２0０名（先着順）

映画「カウナス スギハラを、
　　　日本を想う」上映会

日本とリトアニアの両国に縁の深い人物（杉原千畝・
福沢諭吉など）の足跡をたどるドキュメンタリー映画
（リトアニア・2018公開）の上映。
日時
場所
料金
定員

第１回：１１：００～　第２回：１５：３０～
２F 多目的小ホール
入場無料（自由席）
5０名

●リトアニア観光パネル展
●リトアニア＆杉原千畝関連書籍展示

同時
開催

期間
開催

期間
開催

リトアニア伝統工芸品
イースターエッグ色染め体験
リトアニアの伝統的なイースターエッグの色染め
を体験しましょう！リトアニア出身のシモナ交流
員が日本語で優しくお教えします。
日時
会場

料金
定員

７月２８日（日） 13：00～15：00
岐阜県図書館２F 研修室１
（岐阜市宇佐４-２-１）
２００円（税込） ※事前申込制（料金は当日現金にてお支払い）
３０名（先着順）

幸せをよぶ
麦わらオーナメントづくり
リトアニアの伝統的なオーナメント『ソダス』。邪気を
払い幸せをよぶ「聖なる飾り」を作ってみませんか。
講師：在日リトアニア共和国大使館 本多 桃子 氏

日時

会場
料金

定員

８月18日（日）
①13：00～14：00 ソダスの星づくり
②15：00～16：30 ソダスの星と多面体づくり
※①・②両方のご参加も可能です。
※中学生未満は、保護者の方と一緒にお申し込みください。
ＯＫＢふれあい会館４F 小会議室405（岐阜市薮田南５丁目１４-５３）
①500円（税込） ②800円（税込）
※事前申込制（料金は当日現金にてお支払い）
各回１６名（先着順）

申込方法／センター窓口・電話・メールによる申込み
申込締切／７月２５日（木）
申込先・問合先／岐阜県国際交流センター
　　　　　　　 岐阜市柳ケ瀬通１丁目１２ 岐阜中日ビル２階
　　　　　　　 TEL：０５８-２１４-７７００　E-mail：gic@gic.or.jp

申込方法／岐阜県図書館１Ｆ第２カウンター・電話による申込み
申込締切／７月27日（土）
申込先・問合先／岐阜県図書館サービス課調査相談係
　　　　　　　 TEL：０５８-２７５-５１１１ 

申込方法／センター窓口・メール・電話による申込み 
申込締切／8月12日（月・祝）
申込先・問合先／岐阜県国際交流センター
　　　　　　　 TEL：０５８-２１４-７７００　E-mail：gic@gic.or.jp

夏休み小学生向けリトアニア講座
（県図書館主催：「教えて！海外のこと」シリーズ第２回）

リトアニアの歴史や文化、生活、日本とのつな
がりを楽しく学びましょう！
講師：岐阜県国際交流員 シモナ・ヴァシレブスキーテ

日時
会場
料金
定員

７月２８日（日） 10：45～11：45
岐阜県図書館１Ｆ おはなし室
無料 ※事前申込制
15名（先着順）
※原則小学校４～６年生対象

スギハラハウス出張パネル展
「スギハラハウスin岐阜
 　　～千畝が過ごしたカウナスの姿～」

岐阜県図書館１Ｆ 楽書交流サロンほか場所

リトアニア・カウナスのスギハラハウス（旧
日本領事館）管理運営団体 杉原「命の外
交官」基金主催による1940年前後のカウ
ナスの姿を紹介するパネル展。
期間
時間

７月２7日（土）～８月２５日（日）
平日／１０：００～２０：００
（休館日 7/26、7/29、8/5、8/13、8/19）
土日祝／１０：００～１８：００
岐阜県図書館１F 楽書交流サロン

要申込

要申込

要申込

問合先／岐阜県国際交流課
　　　　TEL ０５８-２７２-８１７５

リトアニア物産フェア
リトアニアから直輸入したはちみつや、リトアニアはち
みつを使用した創作鮎菓子のほか、リトアニアの特産
品（木工品、かご、陶器等）を展示・販売します。

期間
時間
場所

７月２９日（月）～８月２3日（金）
9：00～16：00（平日のみ）
岐阜商工会議所１Ｆ（岐阜市神田町２丁目２番地）

期間
時間
場所

7月26日（金）～8月25日（日）
１０：００～１９：0０
THE GIFTS SHOP（岐阜市橋本町１-１０-１アクティブＧ２Ｆ）

取扱商品／リトアニア産はちみつ、リトアニアの風（鮎菓子）、
　　　　　その他特産品

取扱商品／リトアニア産はちみつ、リトアニアの風（鮎菓子）

岐阜県国際交流員
シモナ・ヴァシレブスキーテ

講師

八百津町「杉原ウィーク２０１９」
７月２８日（日）～８月４日（日）
杉原千畝の命日に合わせて、

音楽コンサート・短歌大会表彰式・企画展などを開催。
主　催：杉原ウィーク実行委員会
問合先：八百津町地域振興課 TEL 0574-43-2111（2253・2254）

フェア会場2

フェア会場1

Culture History＆Tourism

Food＆Crafts

事前申込みの必要なイベントへの参加を希望される方は、各イベント
案内に記載の申込先まで「氏名・連絡先電話番号」をお伝えください。
いただいた個人情報については、本企画の運営のために収集するものであり、それ
以外の目的に利用又は提供することはありません。

申込方法の
ご案内

映画「カウナス スギハラを、
日本を想う」上映会

時間

リトアニアの組み紐
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②


