
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
（№.315）

 

【主  催】 財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館） 
【企  画】 ㈱長良プロダクション【制  作】 ㈱エイ・アンド・エイ 

 【制作協力】 ㈱ケイ・エム・エヌ／㈱長良ファミリークラブ 
 【後  援】 亀山音楽協会／㈱徳間ジャパンコミュニケーションズ 

2012．2 月19 日（日）  
【昼の部】午後 2 時開演  
（昼の部は残席わずかとたりました残席状況は 

文化会館までお問い合わせください） 

【夜の部】午後 5 時 30 分開演 

入場料（全指定席）5,000 円   

※未就学児入場不可 

大ホール 

好評前売中！ 

高校生以上、オリジナル曲、コピー曲 OK! 

              助成：公益財団法人岡田文化財団 

亀山ミュージックジャンボリー 
公開ライブ審査を実施します！  

ライブ審査  

◆ ２月１２日（日）１０：００開演  入場無料 

大ホール 
 
 
 
 
 
 
 

アマチュアバンドの祭典 

〒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) 

本番 ライブ審査で選ばれた１０組出演 
◆ ３月１１日（日）本番 13:00開演  

 

プログラム この日は 1 日中ライブが楽しめます！（10：00 から 16：30） 

１）アダス・メキシコ ２）黒瓜 ３）ラマンズ ４）COJICA NINE ５）シンガー小次郎 
６）ぴよぴよバンド+おまけ ７）TOPPO （昼休憩・12：00～13：00） 
８）４Jacks ９）スローライフ 10）夢大盛 11）槇野一成 12）Glitter 13）the Hellon’s  
14）Cidre 15）アーミーソックス 16）好宴会 17）Piccot Kingdom 18）QPBBQ  
19）Boofies 20）S38☆ROXX 21）ネギロック 
＊出演順は都合により変更になる場合があります。 

 『スタインウェイを弾いてみませんか！』

参加者募集！ 

 
 
 
 
3月18日（日）9：00～16：30  

【演奏時間】１枠３０分 ※おひとり様１枠のみ。 

・申込者本人のご利用に限ります。 

・音楽教室等の指導としてのご利用はできません。 

【募集人数】  午前の部 ６枠(9時～30分毎） 

 午後の部 ７枠(13時～30分毎） 

■受付は先着順とし、定員になり次第締め切ります。 

【申込方法】２月４日（土）午前９時より受け付け開始 

■【お申込み先】 亀山市文化会館 ℡ 82-7111/Fax82-7110 

参加費５００円/枠 

● 本格的な舞台で世界最高峰のピアノの演奏を体験できます！ 

亀山市文化会館保有のスタインウェイを一般の皆様に開放し、気楽に

触れて親しんでいただく企画です。音響反射板を設置し、プロの音楽

家と同じ本格的なステージで、あなたもピアノを弾いてみません

か！？また、他の楽器との合同練習としてもご利用いただけます。 

スタインウェイとは・・・世界屈指のブランドのピアノ。透明感溢れる音色

で、ジャンルを問わず多くの演奏家が憧れるピアノです。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

入場料（自由席）500 円 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市民自主運営型事業１ 第 5 回元気で楽しく歌いましょう 参加者募集 

     

入場料（全席自由）一 般 2,500 円 高校生以下1,000 円 
キャスト  
ヘンゼル  相可 佐代子 
グレーテル 木下 和美 
魔女    伊藤 安未 
父     藤田  治 
母     田邉 明子 
 

主催 音の祭典実行委員会 電話 0595－83－3636   入場券好評前売中！ 

共催事業のご案内 

心温まる懐かしい童謡や叙情歌。ふとしたことで、口をついて出てくることはありま

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。 

 ■主 催/元気で楽しく歌う会実行委員会 ■日 時/平成 24 年 3 月 17 日（土）13:00～15:00 
■場 所/大ホール         ■参加費/200 円（当日受付へ） 
■お申込先/2 月 29 日（水）までに文化会館の窓口へ（電話・FAX・E-mail kamebun@za.ztv.ne.jp） 
■お問い合わせ/亀山市文化会館 電話８２－７１１１ FAX８２－７１１０ 

入場券好評前売中！ 

後援事業のご案内 3 月 25 日(日)13:30 開演 亀山市文化会館大ホール  

 
第 1 部 
・ オープニング         越後獅子（長唄曲より） 
・ 筝曲 （尺八：水川寿也）    

さくら（日本古謡） こきりこ節（富山県民謡） ソーラン節（北海道民謡） 
・ 民話語り（箏、笛のコラボレーション）花さき山  語り：小林昭子 
   湯の山折鶴伝説  語り：渥美八重子  
・ 箏曲  折鶴 （大嶽和久作曲） 
・ 百人一首朗詠（箏とのコラボレーション） 朗詠者：全日本かるた協会読手 
第 2 部 
・ 筝曲（三味線とのコラボレーション）ことうた～日本の歌～（水野利彦作曲） 
・ 水川寿也の世界 
・ 箏楽人 田口真澄＆アンサンブル華音（KANON） 尺八：水川寿也 
   琴姫のうた（水野利彦作曲）  無限流（水川寿也作曲） 

露の精  佐波 真奈己 
眠りの精 馬場 浩子 
天使たち 北見典子バレエスクール 
子供たち 亀山少年少女合唱団 

指揮  倉知 竜也  
演出   伊達 謙  
ピアノ 北川 裕子 

 

東日本大震災/台風１２号復興支援チャリテイーコンサート

市民自主運営型事業２ 劇団ＣＡＭＥ団員、亀山ミュージカルアカデミー校受講生出演 

ミュージカル 白鳥伝説 
          大ホール  入場無料（お気軽にご入場ください） 

２月５日(日) １３：３０開演 亀山市文化会館中央コミュニティセンター 
 

入場料 無料 

 

 

主催：K-LMC亀山軽音楽サークル 

募金にご協力ください！ 
復興支援の募金にご協力をお願いいたします。 
それぞれの被災地に分配してお届けします。 

出演 

■Ｈａｎｇｏｖｅｒ   ■西村 広 

■ロバート森川     ■Ｂｌｏｏｍ 

３月１７日(土)１５：３０～１６：３０ 

ものがたり         主催：劇団 CAME、亀山ミュージカルアカデミー校 
この物語は、はるか遠い昔…今から二千年前・・・日本の近畿地方にあったヤマトの国の皇子の愛と勇気の

物語です。第１２代けいこう天皇であるスメラミコトと妃の間に生まれた双子の兄弟、兄オオウスと、弟オウス
の数奇な運命。一方忍山のスクネの子、姉のエタチバナ姫はヤマト姫にお使えするため伊勢の国へ、妹のオ
トタチバナ媛は、小さい頃出合ったオウスと再会し、やがて恋に落ちて妃となりました。 
オウス改めヤマトタケルとオトタチバナ媛… 話しを進めてまいりましょう。 

助成：公益財団法人岡田文化財団 

主催 亀山音楽協会 電話 0595－83－3636 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Angelo＆Kayoko 

レディオキューブ FM 三重公開録音          助成：公益財団法人岡田文化財団 

亀山音楽祭  
 
 
 
３月４日(日)１３：００開演 

 入場料【自由席】一般 1,000 円、中学生以下 500 円 

 

コミュニティＣａｆｅぶんぶん からのお知らせ 
＜ご挨拶＞市民の有志で始めた“ぶんぶん”も、２月４日で“満１周年”になります。スタッフ一同皆様のご愛顧に感謝申

し上げます。当日はご来店して頂きましたお客様に”ささやかなプレゼント”があります。美味しいコーヒーと笑顔でお

もてなしさせて頂きますのでこれからもよろしくお願い申し上げます。 

 
＜ボランティアスタッフ募集＞ 

ぶんぶんではボランティアさんを求めています。
喫茶店のお仕事を 
たくさんの仲間とともに、楽しく 
体験してみませんか！ 
男女・年齢不問です。 

■お問い合わせ先：亀山市文化会館内 コミュニティＣａｆｅぶんぶん（℡８２-１２２２）
■営業：10:00～16:00（月曜定休） 

＜2 月のレコード鑑賞会＞ 
と き：2 月 14 日（火）１８：３０～２０：３０ 
ところ：コミュニティ Café ぶんぶん 

 
映画音楽特集 

 
\500（コーヒーが紅茶つき） 

 

第１部 雪月花かめやま  作詩 須地徳平 作曲 原正美 
・風の祈り ・いにしえの風 ・風かおる大地の子ども 
・風の輝き ・風わたる故郷  

指揮  ：原 正美（指揮） 
独唱 ：碓井士郎（バリトン） 
演奏 : 井上ゆり子（ピアノ）、荒木琴美（ピアノ）  

荒木 仍子(打楽器) 
合唱：「雪月花かめやま」を歌う会（一般公募混声合唱） 

亀山少年少女合唱団 
合唱指導：碓井士郎 練習ピアノ：北川裕子 
 

第２部 地元音楽団体とプロの演奏家のセッション 
【地元音楽団体】 
アモーレかめやま（大正琴）、女声合唱団エコ・ソアーベ、 
亀山少年少女合唱団、K-LMC リハーサルバンド、 
ＫＳＧ（亀山シャイニングガールズ）（歌･ダンス） 

【プロ】 

シャンソノール 

原 正美（作曲・指揮）、荒木 仍子(ﾒｿﾞｿﾌﾟﾗﾉ)、井上ゆり子(ﾋﾟｱﾉ)、 
荒木 琴美(ﾋﾟｱﾉ)、佐伯 恵美(ﾁｪﾝﾊﾞﾛ)、吉原 和(ｿﾌﾟﾗﾉ)  
（セッションは女声合唱団エコ・ソアーベ） 
単独演奏 『ヒノホルの祈り』 
     『チェンバロ独奏』 

李波（リボー）（馬頭琴） 
 単独演奏 『モンゴルの空から』  

（セッションはアモーレかめやま、亀山少年少女合唱団） 

   【絆のリング】【 この街がスキ！】の 2曲 発表 ！ 
作詩：木原しう 作曲：原正美 振付：清水万姫子 
音楽：Ｋ－ＬＭＣリハーサルバンド 
歌・ダンス：ＫＳＧ（亀山シャイニングガールズ） 

佐伯恵美     吉原 和   

           李波（リボー） 

原正美      碓井士郎   荒木イ乃子    井上ゆり子  荒木琴美



  ２月行事予定 
                                 1 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） 生活発表会 亀山愛児園 0595-83-1523  ９：００ 関係者 

５日（日） 
８日（水） 

１３日（月） 
１５日（水） 
２２日（水） 
２９日（水） 

亀山音楽祭 「雪月花かめやま」合唱練習 
（※５日（日）のみリハーサル室） 

（財）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） 亀山ミュージックジャンボリー２０１２ ライブ審査 
助成：公益財団法人 岡田文化財団 

（財）亀山市地域社会振興会 
（亀山市文化会館） 0595-82-7111 １０：００ 無料 

１９日（日） 水森かおりコンサート 
（財）亀山市地域社会振興会 
（亀山市文化会館） 0595-82-7111 

昼１４：００
夜１７：３０

有料 
全指定席 

２６日（日） オペラ 「ヘンゼルとグレーテル」 
助成：公益財団法人 岡田文化財団 

亀山音楽協会 
共催：（財）亀山市地域社会振興会 

（亀山市文化会館） 
0595-83-3636 14：００ 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 

４日（土） 
第２弾かめやま市民大学キラリ講演会 

がん免疫療法への期待 -身体に優しいがん治療- 
三重大学大学院医学系研究科教授 珠玖 洋氏 

亀山市総合環境研究センター・亀山市

後援：シャープ（株） 
0595-84-3611 １３：３０ 自由 

５日（日） 東日本大震災／台風１２号 
復興支援チャリティーコンサート 

Ｋ－ＬＭＣ事務局 
後援：（財）亀山市地域社会振興会 

（亀山市文化会館） 
0595-96-1796 １３：３０ 自由 

６日（月） 
２０日（月） つばさの会 フレンド津 059-253-7675 １３：３０ 自由 

７日（火） ウエルネットメンバーズサークル （株）ウエルネット 059-253-8755  ９：３０ 関係者 

１８日（土） 中勢地区郵便局長会通常総会・懇親会 中勢地区郵便局長会 090-4852-9159 １３：００ 関係者 

２２日（水） 
２３日（木） 展示販売ＭＡＸ （株）ＴＡＫＡＹＡ 072-641-7002 １０：００ 自由 

２４日（金） サンスマイル（株）なつめの会 サンスマイル（株） 06-6160-5157 １０：００ 関係者 

２４日（金） 
２５日（土） 

「新春きもの市と婦人服」 （株）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 

１０日（金） 美と健康セミナーインベルジャパン 若松茂代 090-5601-1104 １３：００ 自由 

１８日（土） 中勢地区郵便局長会通常総会 中勢地区郵便局長会 090-4852-9159 １１：００ 関係者 

２７日（月） 店長会議 （株）ジップドラッグ亀山店 090-7851-7961 １０：００ 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。 

～改修工事のお知らせ～ 

◆大ホール：平成２４年１月１１日（水）～２月３日（金）まで改修工事を行います。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。 

 
 

 
◇お預かりチケットのご案内◇ 

●２０１２年 ２月２６日（日） 三重オペラ協会演奏会員による オペラ「ヘンゼルとグレーテル」 (フンパ-ティンク作曲)(日本語唱) 

亀山市文化会館大ホール 13:30 開場 14:00 開演 全自由席/一般：2,500 円 高校生以下：1,000 円 

※お問合せ先：亀山音楽協会(アイシ研究所内)℡0595-83-3636 亀山市文化会館℡0595-82-7111 

●２０１２年 ３月 ２日（金） 第７回 けやき寄席 立川談春独演会 
鈴鹿市文化会館けやきホール 18:30 開場 19:00 開演 全指定席/3,500 円（未就学児入場不可） 

※お問合せ先：㈶鈴鹿市文化振興事業団 ℡059-384-7000 

●２０１２年 ３月２５日（日） 音の祭典 kameyama 華音流（KANON）ｍｕｇｅｎの流れ 
亀山市文化会館大ホール 13:00 開場 13:30 開演 全自由席/500 円 

※お問合せ先：アイシ研究所℡0595-83-3636 亀山市文化会館℡0595-82-7111 

※２０１２年 ２月１１日（土・祝）「さだまさしコンサートツアー２０１２ ～Ｓａｄａ Ｃｉｔｙ～」のお預かりチケットは予定枚数を終了致しました。 


