
 ９月行事予定 
                                  ８月１５日現在申請分 

【大ホール】 
日(曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

5 日（日） 

優秀映画鑑賞推進事業 名作映画鑑賞会 
①時をかける少女 
②伊豆の踊子 
③野菊の墓 

㈶亀山市地域社会振興会 
（亀山市文化会館） 

0595-82-7111 
①１０：００ 
②１３：００ 
③１４：４０ 

有料 
（全自由席）

7 日（火） 
13 日（月） 
21 日（火） 
27 日（月） 

「第九」練習 ㈶亀山市地域社会振興会 
（亀山市文化会館） 

0595-82-7111 １９：００ 関係者 

12 日（日） 環境講演会 亀山市総合環境研究センター 0595-84-5068 １３：３０ 自由 

25 日（土） 長田幸夫氏旭日小緩章受章祝賀会 亀山商工会議所 0595-82-1331 １０：３０ 関係者 

26 日（日） 市民映画鑑賞会「オーシャンズ」 
㈶亀山市地域社会振興会 

（亀山市文化会館） 
0595-82-7111 

①１０：００ 
②１３：３０ 

有料 
（全自由席）

【中央コミュニティーセンター】 
日(曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

1 日（水） 亀山市人権協 夏季学習会 亀山市人権教育推進協議会 0595-82-2101 １３：３０ 関係者 

3 日（金） アイコ友の会 ㈲アイコ 059-350-1146 １０：００ 関係者 

4 日（土） オール電化リフォーム相談会 中部電力㈱鈴鹿営業所 059-367-3713 ９：３０ 自由 

6 日（月） ひまわり会 薬糧開発㈱ 052-369-1636 １０：００ 関係者 

7 日（火） ウエルネットメンバーズサークル ㈱ウエルネット 059-253-8755 １０：３０ 関係者 

9 日（木） 
10 日（金） 

のぞみクラブ ㈱ナビック 090-4199-7624 １０：００ 関係者 

11 日（土） マイカー点検教室 亀山自動車整備組合 0595-82-3061 １３：００ 自由 

１３日（月） 針圧針療法体験説明会 ㈲東方通商 0178-43-2453 ９：３０ 自由 

１３日（月） 
２１日（火） つばさの会 フレンド津 059-253-7675 １４：００ 自由 

13 日（月） 
23 日 

（木・祝） 
クローバー会員様の集い ㈱クローバー 0596-29-5160 １０：００ 関係者 

15 日（水） 鈴亀地区中体連顧問会議 亀山市中体連事務局 0595-82-0354 １４：００ 関係者 

2３日 
（木・祝） 

葬祭展 鈴鹿中央斎奉閣 059-384-9999 １０：００ 自由 

25 日（土） 長田幸夫氏旭日小緩章受章祝賀会 亀山商工会議所 0595-82-1331 １２：００ 関係者 

２７日（火） 秋もの婦人服新作発表 ㈱丸高 075-771-2181 １０：００ 自由 

３０日（木） 健康ツボ教室 プレッサ療法普及会 06-6534-4897 １０：００ 自由 

【会議室】 
日(曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

15 日（水） 鈴亀地区中体連顧問会議 亀山市中体連事務局 0595-82-0354 １４：００ 関係者 

※   行事予定は申請者の申請どおり掲載しております。予定が変更になることもありますので、詳細は主催者にお問い合せ下さい。尚、主催者の
希望により掲載されていないものもございますのでご了承ください。 

 

                預かりチケットのご案内   問：㈶鈴鹿市文化振興事業団 ℡059-384-7000 

★Dance Expression in Suzuka 2010  9 月 12 日（日） ［開場］16:30 ［開演］17:00 ［全自由席］1,000 円 
  ［会場］ 鈴鹿市文化会館けやきホール 

★ねむるまち（劇団うりんこ） 9 月 20 日（月・祝） ［開場］13:30 ［開演］14:00 ［全自由席］1,500 円 
  ［会場］ 鈴鹿市民会館 4 

★ストリングラフィー・アンサンブルコンサート 10 月 2 日（土） ［会場］ 鈴鹿市文化会館さつきプラザ 
  第１部 子ども向け  ［開演］11:00（開場３０分前） ［一般］1,500 円 ［親子券］（大人 1 人に 6 歳までの子ども 1 人）2,000 円 
  第２部 大人向け   ［開演］14:30（開場３０分前） ［全自由席］2,500 円 

 【大ホール】改修工事のお知らせ 

★平成 23 年１月 12 日～2 月 4 日まで、大ホールの改修工事をおこないます。 
期間中大ホールはご利用いただけなくなります。大変ご迷惑をお掛け致しますが、予めご了承ください。 



 
 

 

★Dance EｘｐRESSION in Suzuka 2010 

  9 月 12 日（日）  

17:00 開演 

［会場］鈴鹿市文化会館けやきホール 

［入場料］全自由席 1,000 円 

★「ねむるまち」（劇団うりんこ）  

 9 月 20 日（月・祝） 

14：00 開演  

［会場］鈴鹿市民会館 

［入場料］全自由席 1,500 円 

※4 歳以上有料、4 歳未満入場不可。 

★Dance EｘｐRESSION in Suzuka 

  9 月 12 日（日）  

17:00 開演 

［会場］鈴鹿市文化会館けやきホール 

［入場料］全自由席 1,000 円 

★「ストリングラフィー・アンサンブル」 

1０月 ２日（土） １回目 １１：００開演（４０分公演） 

「不思議な楽器コンサート」（０～６歳児と大人 対象） 

２回目１４：３０開演（９０分公演） 

「水嶋一江＆ストリングラフィー・アンサンブルコンサート」（大人向け） 

[会場]鈴鹿市文化会館さつきプラザ 

[入場料] １回目 一般 1,500 円、親子券（大人１人に６歳までの子ども１人）2,０00 円 

２回目 一般 ２,500 円 

  問い合わせ：㈶鈴鹿市文化振興事業団   ℡ 059-384-7000 

 


