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本番 3 月13 日（日）13：00 開演 

入場料（全自由席）1,000 円 

 

 

〒519-0124 亀山市東御幸町 63 番地 亀山市文化会館・亀山市中央コミュニティセンター 
（指定管理者：財団法人亀山市地域社会振興会 ℡0595－82－7111） 

文化会館ホームページ  http://kameyama-bunkakaikan.com/(施設の空き状況や、文化会館主催事業をいち早くご覧いただけます) 

市民自主運営型事業  

 
日時：平成 23年３月５日（土）１５時 30 分 ～  

会場：亀山市文化会館大ホール 

 

 

主催：劇団（ＣＡＭＥ）,財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館） 

後援：亀山市環境・産業部 環境保全対策室 

ゲスト演奏者 中村好江 

鈴鹿市出身 

現在、自身のバンド「中村好江わくわく HOT７」で勢力的に活躍中。

チケット前売所  亀山市文化会館、亀山エコー案内所、亀山音楽協会（アイシ研究所）、フジヤ、田中商店、鈴鹿ハンター、 
JA 鈴鹿（関支店、深伊沢支店）、みどり楽器、JA 津安芸芸濃支店、（財）鈴鹿市文化振興事業団（鈴鹿市文化会館内）、 
チケットぴあ℡0570-02-9999（P コード：亀山ミュージックジャンボリー:121-000） 

三重県文化会館 WEB エムズネット（http://www3.center-mie.or.jp/tickets/） 

好評前売中！ 
当日券あります 

亀山市文化会館・亀山市中央コミュニティセンター 
（指定管理者：財団法人亀山市地域社会振興会） 

 

月号 
（ＮＯ.30３） 

１２才で Neｗ Oｒleans で Jazz に出会った中村好江が、自ら世界の現地で体

感した文化、音楽の持つ楽しさを観客と一体になって、多彩なベテランミュ

ージシャンと共にわくわくする鼓動が聴こえてくるような Trumpet 中村好

江の心温まる Happy Jazz Sound をお届けします。 

亀山を拠点に活動している劇団「CAME」です。これまで、亀山の歴史伝説「ヤ

マトタケル」を題材にしたミュージカル「白鳥のみささぎ」を公演しておりまし

たが、今回新作「川は生きてる」を作りました。 

 亀山市を流れる川には昔、様々な魚が生息してましたが、今では殆ど見かけな

くなりました。大人たちの環境破壊によって、綺麗だった川は汚れ、魚や水草が

生息しなくなりました。 

 川に住む妖精リーバは、人間社会に出向き、心を取り戻そうと・・・  

人間社会での様々な野望ともくろみの中、川は昔のような澄んだ川となるので 

しょうか。 

今、出きる事を考える、環境問題に取り組んだミュージカル「川は生きてる」

みんなで考えましょう。 

 
 

 

劇団「CAME」 練習風景 

入場無料・ご自由にご入場いただけます！ 

 

 

１．AJ と愉快な仲間たち 

２．ドロップキックス 

３．矢沢團 

４．グラスホッパー 

５．the Hellon’s 

６．LOS MORENOS 

７．アダス・メキシコ 

８．asa  

９．Bmen62 

10．Three Times Heaven 

11．PSYCHOSIS 

出演バンド決定！ 

皆様のご声援

よろしくお願

いします！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿マンドリンクラブ 

後援事業のご案内 

亀山市文化会館・中央コミュニティセンター 

喫茶コーナー 

コミュニティーCafé 

 

3 月 27 日（日） １３：３０開演 入場料（自由席）500 円 

第1部 マンドリンが歌う 日本の旋律 

 

 

・ラ・ゴロンドリーナ（オープニング） 
・花      滝廉太郎 作曲  杉崎豊 編曲 
・浜辺の唄   成田為三 作曲 中野二郎 編曲 
・小学唱歌メドレー   

春の小川―村まつりー雨―証城寺の狸ばやしー 
もみじー汽車        N.Hamada編曲 

・学生時代 
・みんなで歌いましょう！  「上を向いて歩こう」  
・さくらさくらー佐渡おけさ  

日本民謡 佐伯亮 編曲       
・津軽のふるさと 米山正夫 作曲 杉崎豊 編曲 
・春よ来い    松任谷由実 作曲 山本雅三 編曲 
・荒城の月幻想曲 服部正 作曲 

第2部 イタリア発  

マンドリンとギター 音楽の旅 

 

・村の娘    イタリア民謡  信州大学 編曲 
・  楽器紹介 ～「恋はみずいろ」の演奏にのせて ～ 
・旅情のボレロ A.Icini      甲斐靖文 編曲 
・サンタルチア幻想曲 C.Graziani-walter 作曲      
・カタリ・カタリ S.Cardillo 作曲 竹内雅志 編曲 
・サンレモ音楽祭ヒット曲集  

夢見る想いーロマンティカー 
この胸のときめきをー雨  中川信良 編曲  

・アルハンブラの想い出    
F.tarega 作曲  中野二郎 編曲  

・スワニー G.Gershwin 作曲 上村正博 編曲 
・キサス・キサス・キサス   

O. .Fares 作曲 杉崎豊 編曲 
・チビリコ・マンボ Perez Prado 作曲  

甲斐靖文 編曲 
・Waltz Ⅱ Shostakovich 作曲 杉崎 豊 編曲 

市民自主運営型事業 

第 4 回 元気で楽しく歌いましょう 
 ＊＊＊＊＊見学のみの入場可能＊＊＊＊＊ 

心温まる懐かしい童謡や唱歌。ふとしたことで、口をつい

て出ることはありませんか。お子様もご年配の方も、ご家

族揃ってピアノに合わせて、みんなで楽しく歌いましょう。 

日  時 平成 23年３月５日（土） １３時 ～ 1５時 

場  所 亀山市文化会館 大ホール 

主  催 亀山市文化会館・元気で楽しく歌う会実行委員会 

お問合せ 亀山市文化会館 電話 82-7111  

２月４日より、文化会館喫茶コーナーで、コミュニティーCafé ぶんぶんは、
営業を実施しています。 
メニューとしては、コーヒー（ホット／アイスコーヒー）、伊勢うどん、黒いカレ

ーうどん、カレーライス お食事とコーヒーのぶんぶんセットなどのメニュー
を準備いたしております。 
これまでご来店いただいたお客様からは、「コーヒーがとても美味しい」

「良い場所ができた、これから気軽に文化会館へ来れる」などご感想をいた
だいております。 
 文化会館のイベントの有無関係なしに開店をいたしておりますので、お出か
けの際にはお気軽にご来店ください。 
 営業１０：００～１６：００（月曜日定休） 
臨時休業のお知らせ ３月８日（火）は会館施設点検のため臨時休業とさせ
ていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 23 年度市民自主運営型事業 

 

  

文化会館フェスタ2011 

参加者募集のお知らせ！ 

 

 

 
■目  的：文化会館を使って市民の自主企画、団体等の発表の参加を募り、市民の発表の場を設ける。 

■使用場所：大ホール、コミュニティセンター、会議室、ロビー 

■日  程：５月１４日（土）、１５日（日）（大ホール発表の部は１５日（日）午後開催） 

■市民自主運営型事業募集要項 

① 出演出品者 （１）亀山市を活動の拠点にしているサークル等 

          （２）当事業の企画ために結成した実行委員会 

②  募集内容 ・企画事業：一つの事業として文化的な企画事業を募集します。 

        （ジャンルは不問） 

        ・サークル等発表 

③  事業の構成 実行委員会で決定していく 

④  参加料：無料（但し、発表・展示のために必要な経費は参加者負担） 

⑤ 発表・展示の時間  

・ 大ホール発表の部：歌 7 分程度、楽器、舞踊等 10 分程度、企画事業の部：1 時間～２時間（内容による） 

・ 展示：文化的なものであればジャンル不問 

開催期間：5 月 14 日（土）9 時～17 時、１５日（日）９時～16 時(予定) 

⑥ 応募方法：申込書に必要事項を記入の上お申し込みください。 

⑦ 応募締め切り：平成２３年３月３１日（木） 午後 5 時まで 

■お問合せ：財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）℡0595-82-7111 FAX82-7110 

市民自主運営型事業 文化会館フェスタ２０１１参加申込書 

申込者名                     ℡                     

団体・サークル名（無い場合は記入不要）                              

ジャンル                     参加に必要な時間                

趣旨・主な内容 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                 

                                                

                                                

                                                

                                                

希望会場（大ホール・中央コミュニティセンター・会議室、その他（                ）

 

写真は、昨年度の様子 



  ３月行事予定 
                                  2 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（土） 
『市民自主運営型事業』 
①第 4 回元気で楽しく歌いましょう  
②劇団 CAME ミュージカル 『川は…生きてる』 

元気で楽しく歌う会実行委員会 

劇団 CAME 
㈶亀山市地域社会振興会 
 （亀山市文化会館） 

0595-82-7111 
①１３：００ 
②１５：３０ 

自由 

13 日（日） 亀山ミュージックジャンボリー（KMJ）2011  
KMJ 実行委員会 
㈶亀山市地域社会振興会 
 （亀山市文化会館） 

0595-82-7111 １３：００ 有料 
（全自由席）

13 日（日） 長田たかひさをはげます会 長田たかひさ後援会 0595-82-8700 １９：００ 自由 

17 日（木） 亀山高校 進路相談会 ㈱さんぽう 052-733-6010 ９：３０ 関係者 

21 日 
（月・祝） スタインウェイを弾いてみませんか！ ㈶亀山市地域社会振興会 

 （亀山市文化会館） 
0595-82-7111 ９：００ 申込者 

（受付終了）

27 日（日） 鈴鹿マンドリンクラブコンサート 音の祭典実行委員会 0595-83-3636 １３：３０ 有料 
（全自由席）

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

1 日（火） 
2 日（水） 

㈱レーベンお客様の集い ㈱レーベン 0568-87-7655 １０：００ 関係者 

3 日（木） 講演会 落合英治 0595-96-0301 １４：００ 関係者 

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

6 日（日） 東洋医学療法無料説明会 ㈲東方通商 0178-43-2453 ９：３０ 自由 

6 日（日） 日曜午後の音楽会 中世古友子 0595-83-5530 １４：００ 自由 

9 日（水） ウエルネットメンバーズサークル ㈱ウエルネット 059-253-8755 ９：３０ 関係者 

9 日（水） 東洋医学の無料講習会 真正針圧針療法指導 
センター 092-948-4077 １０：００ 自由 

14 日（月） 
28 日（月） 

つばさの会 フレンド津 059-253-7675 １４：００ 自由 

17 日（木） 亀山高校 進路相談会 ㈱さんぽう 052-733-6010 １０：３０ 関係者 

19 日（土） 「エコライフチェック１５」 優良団体・優良家庭
表彰式及び講演開催 

亀山市環境・産業部  
森林・林業室 

0595-96-1349 １３：３０ 自由 

21 日 
（月・祝） 

22 日（火） 
クローバー会員様の集い ㈱クローバー 0596-29-5160 １３：３０ 関係者 

26 日（土） 春の大感謝祭 ㈱丸高 075-771-2181 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 

17 日（木） 亀山高校 進路相談会 ㈱さんぽう 052-733-6010 １０：３０ 関係者 

22 日（火） 店長会議 ㈱ジップドラップ亀山店 0595-84-0222 １０：００ 関係者 

29 日（火） 定期大会 三交興業労働組合  １３：３０ 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    

●音の祭典 kameyama 鈴鹿マンドリンクラブコンサート 2011 年 3 月 27 日（日） 亀山市文化会館大ホール 
<開演>13:30  <入場料>全自由席 500 円 

（問）  ｱｲｼ研究所 ℡0595-83-3636 ・ 亀山市文化会館 ℡0595-82-7111 

●スィーツ＆カフェコンサート DuoCosmos（デュオコスモス） 
 2011 年 3 月 17 日（木）鈴鹿市文化会館 <コンサート>けやきホール <スィーツ＆カフェ>さつきプラザ 

        <開演>14：00 <入場料>全自由席 ケーキとコーヒー（紅茶）付き 2,000 円（100 枚限定） 
                                コンサートのみ 前売り 1,200 円（当日 1,500 円） 

                          （問） ㈶鈴鹿市文化振興事業団 ℡059-384-7000 


