
写真提供：Nemunas

リトアニアンナイト
リトアニア伝統の歌と踊り・民族楽器の演奏
トップレベルの圧倒的なパフォーマンスをお届けします！

リトアニアンナイト
リトアニア伝統の歌と踊り・民族楽器の演奏
トップレベルの圧倒的なパフォーマンスをお届けします！

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　 後援：駐日リトアニア共和国大使館

岐阜・リトアニア交流事業／リトアニア独立100周年記念事業

リトアニアNOWオープニング

7月27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）
カウナス工科大学フォークダンスアンサンブル部
  「Nemunas（ネムナス）」
岐阜大学医学部筝曲部

日　時

会　場

入場料

定　員

出　演

リトアニアNow
デンマーク

オランダ

ベルギー

エストニア

ラトビア

リトアニア

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

ドイツ ポーランド

ベラルーシ

ロシア

2018年7月27日●～8月27日●   県内各所で開催!金 月

　整理券配布のご案内
場　所　 ぎふ清流文化プラザ１F 正面玄関受付
期　間　 2018年7月11日（水）～予定枚数の配布が終了するまで
時　間　 9:00～17:00
問合先　 公益財団法人 岐阜県教育文化財団
 TEL 058-233-8164

整理券に関するご注意
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、詳しくはお
問い合わせください。電話・FAX・メールでの申込みは受
け付けておりません。

入場・観覧に関するご案内
整理券は開演15分前までの入場優先券です。お席を確
約するものではありませんので、予めご了承ください。当
日、席に余裕がある場合には、入場が可能です。観覧時
に車椅子をご利用の方や補助犬をお連れの方は、当日観
覧場所をご用意致しますので、整理券申込み時にお知ら
せください。

リトアニア特産品などの
展示販売も開催

－森と水の国からの贈り物－

　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。昨年、岐阜・リ
トアニア友好協会が設立され、在岐阜リトアニア名誉領事が任命されました。また、八百津町
とカウナス市の子どもの交流、リトアニアの音楽団と岐阜県の合唱団との共演など、多彩な交
流の輪が広がっています。県と八百津町は、カウナスの杉原記念館（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。

岐阜県とリトアニアの交流

カウナスの杉原記念館

写真提供：Asami Kuchio



ビルニュス大学カウナス校女声合唱団「Veni Gaudere」公演
※詳細は、各主催者へお問い合わせください。

［岐阜公演］ 日時：8月18日（土） 14:30～　会場：岐阜県図書館1F 多目的ホール
 主催：岐阜リトアニア合唱同好会
 　　　TEL 090-7021-7008　E-mail fujiihr@lagoon.ocn.ne.jp

［揖斐川公演］ 日時：8月22日（水） 18:30～
 会場：揖斐川町地域交流センターはなももホール（揖斐川町上南方27-7）
 主催：リトアニアVeni Gaudere招聘実行委員会（TEL 0585-22-1120）

八百津町「杉原ウィーク2018」
7月29日（日）～8月5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・ホロコーストに関するポスター展などを開催。
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（2252・2253）

リトアニアの食文化体験
リトアニアの食文化について講話を聞いた後、
伝統食キビナイ＆ハーブティーをお楽しみいただきます。

日時 7月31日（火）  18:00～19:30
会場 岐阜県図書館2F 研修室1
 （岐阜市宇佐4-2-1）
料金 500円 ※事前申込制（料金は当日現金にてお支払い）
定員 40名（先着順）
申込方法 メール・FAX・センター窓口・郵送による申込み
申込締切 7月27日（金）
申込・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　FAX 058-263-8067
 E-mail gic@gic.or.jp

リトアニア体験フェスタ

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：駐日リトアニア共和国大使館　本多 桃子 氏

日時 1回目：8月5日（日）  15:00～16:00
 2回目：8月6日（月）  10:30～11:30
 3回目：8月6日（月）  13:30～14:30
 ※中学生未満は、保護者の方と一緒にお申し込みください。

会場 OKBふれあい会館4F 小会議室404
 （岐阜市薮田南5丁目14-53）
料金 500円※事前申込制（料金は当日現金にてお支払い）
定員 各回16名（先着順）
申込方法 ＊上記イベントに同じ
申込締切 8月2日（木）
申込・問合先 岐阜県国際交流センター

リトアニアフェア
シンプルで美しいリトアニアの伝統工芸品
（木工品、かご、陶器等）を展示・販売します。

期間 7月27日（金）～8月12日（日）
時間 10:00～19:30（土日祝 ～19:00）
場所 THE GIFTS SHOP
 （岐阜市橋本町1-10-1
 アクティブG 2Ｆ）

要申込

料理研究家・
フォトエッセイスト
口尾 麻美氏

講師

Food and Crafts

要申込

写真提供：
Asami Kuchio

 Culture

映画「カウナス スギハラを、日本を想う」
上映会＆講演会
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）の日本プレミア上映。
映画制作者による特別講演も開催。

日時 7月28日（土）  13:00～15:00
 （開場：12:00予定）
 ※当日、11時から会場入口前にて整理券を配布します。

会場 岐阜県図書館1F 多目的ホール
 （岐阜市宇佐4-2-1）
料金 無料（自由席）
定員 200名（先着順）
問 合 先 岐阜県国際交流課
 TEL 058-272-8175

ヴィタウタス・マグヌス大学
オウレリウス・ジーカス氏

講師

寿福滋写真展 「杉原千畝と
命のビザ シベリアを越えて」
長年、千畝の足跡を追い続けてきた写真家
寿福滋氏による写真展。「命のビザ」を得た
避難民の自由への逃避行をたどります。

期間 7月28日（土）～9月24日（月・祝）
時間 平　日 10:00～20:00
 土日祝 10:00～18:00
 休館日 月曜（祝日の場合は翌日）、8/31
場所 岐阜県図書館2F 企画展示室Ⅱ（岐阜市宇佐4-2-1）

●リトアニアパネル展
●リトアニア＆杉原千畝関連書籍展示
期間 7月28日（土）～9月24日（月・祝）
場所 岐阜県図書館１F ロビーほか

期間開催

ギャラリートーク
「杉原千畝と命のビザ」
日時 7月29日（日）  第１回 11:00～、第２回 14:00～
場所 岐阜県図書館２階 企画展示室Ⅱ
料金 無料

展示の様子（写真はイメージ）

寿福 滋氏講師

History

リトアニア経済セミナー
リトアニア共和国の概要や歴史から、経済状況、
先端分野まで幅広く解説します。

 日時 8月3日（金）  15：30～16：30
 会場 岐阜商工会議所1F
  レストラン
  （岐阜市神田町２丁目２）
 料金 無料（自由席） ※事前申込制
 定員 50名（先着順）
 申込方法 FAX・メールによる申込み
 申込締切 ８月１日（水）
 申込・問合先 岐阜商工会議所
  TEL 058-264-2131
  FAX 058-264-0336
  E-mail g.lithuania@gcci.or.jp

セミナー
「バルト三国の最新経済事情（仮）」【予定】
講師：JETROワルシャワ事務所　牧野 直史 所長

日時 8月27日（月） ※時間・場所未定
主催 JETRO岐阜（TEL：058-271-4910）

駐日リトアニア共和国大使館
三等書記官
アスタ ザヴェツキエネ氏

講師

　 Tour
ism and Economics

要申込

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・住所・連絡先電話番号」をご記載の上、お申込みください。
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。

ご 案 内
の申 込 法方

写真提供：Veni Gaudere

期間開催

期間開催


