
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

事業名 日程 会場 内容 
子ども自由画コンテスト 
無料（予約不要） 

ゴールデンウィーク 
期間中（４/２８～５/６） 
10：00～１６：００まで 

文化会館ロビー 何ももたずに文化会館へ足を運んでください！！紙と道具は文化会館で準備しておりま

す。自由な発想で絵を描いていただけます。提出された絵は、審査後、５月２６日［土］、

２７日（日）の文化会館フェスタで展示されます。 

フラワーアレンジ教室 
おかあさんにお花をおくろう！ 
参加無料（予約不要） 

4月 29日(日)、 
30日(月) 
10:00～15:30 

文化会館ロビー 子供が自分でアレンジした花を母の日のプレゼントにする。 
幼児から中学生まで参加できます。 

親子茶道体験 
参加費 200円 ≪要予約≫ 

4月 30日（日） 
10:00～15:00 

文化会館ロビー 親子で茶道の初歩を体験 

子ども写真ワークショップ  
参加費 500円 ≪要予約≫ 

5月２日(水) 
10:30～ 

石水渓 
キャンプ場施設 

亀山芸術文化協会が、次世代を担う子ども達に創作活動の機会を提供 

ファミリーショー 
いっこく堂 vs Mr. Ｍasaki 
【全指定席】3,000円入場券発売中! 
※３歳未満入場不可 

5月 3日(木) 
14:00～ 

文化会館 
大ホール 

ボイスイリュージョンでお馴染みのいっこく堂と、マジックイリュージョンの 
Mr.Ｍasaki のステージが楽しめます。ゲスト出演として浜崎久美子（ボーカ

ル）・加藤修滋（ピアノ）＆人形しょうちゃんの ミニステージがあります。 

パフォーマンスステージ＆ 
ワークショップ 

500円（チケットレス） 

5月 3日(木) 
10:00～ 
 

文化会館コミュ

ニティセンター 
10:00～腹話術＆紙芝居“京子＆しょうちゃん 
11:00～曲独楽師“独楽太郎” 13:00～独楽まわしにチャレンジ※先着１５名 
14:00～似顔絵パフォーマンス“似 GAO笑屋 Taeko with M-Style 
15:00～楽描きパフォーマンス“楽描き屋あすか” 
16:00～Mr.Masaki マジックにチャレンジ！！ 持参物：輪ゴム、ハンカチ、５百円玉 

バニラムード ワンコインコンサート 
500円（チケットレス） 

5月 4日(金) 
11:30から 12:30 

文化会館 
大ホール 

バニラムードＹｕｉ（ヴァイオリン）、Ｍariko(チェロ)、Ｋｅｉｋｏ（ピアノ）

の豪華なコンサートがワンコインで楽しめます。 

スタインウェイを弾いてみませんか！ 
500円(30分)≪要予約≫ 

5月 4日(金) 
13:30～16:30 

文化会館 
大ホール 

高級ピアノ、スタインウェイを手軽に体験できる機会の提供 

チェンバ郎さんの移動楽器博物館 
500円（チケットレス） 

5月 4日(金) 
13:30～16:30 

文化会館コミュ

ニティセンター 
子ども達がプロのパフォーマンスを見ながら楽器を楽しく学ぶ。 
バニラムード 3名がプロとして参加。 体験、ミニコンサートあり。 

朝からノンストップこども劇場 
500円（1日通し）チケットレス 
●ワンコインで 1日舞台を楽しめます。 

5月 5日(土) 
① 11:00～ 
② 13:00～ 
③ 15:00～ 

文化会館コミュ

ニティセンター 
① バレエ「人魚姫」 
② 音楽劇｢おとなしきょうりゅうとうるさいちょう｣ 
③ ミュージカル｢裸の王様｣ 
＊ 途中にストロー、ペットボトルで楽器を作ろう（ワークショップ） 

月号 
（№.317）

 
 

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） 
 

大ホール：１４：００開演 
入場料【指定席】3,000 円 ※3 歳未満入場不可 

（チケット前売所詳細は、最終頁をご覧ください。） 

好評前売中 電話予約可能 

〒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) 

今話題のラスベガス、 
本物のイリュージョン！ 
瞬き禁止の瞬間移動 

新分野のものまねと、得意の 
ボイスイリュージョン、 
進化著しい“いっこく堂” 

ゴールデンウイークは、文化会館で！鑑賞、体験、創作！（親子で参加出来る企画満載！） 

ゴールデンウィークふれあいプラン

パフォーマンスステージ＆ワークショップ
会場：中央コミュニティセンター 

１０:００～ 入場：１日ワンコイン ５００円  （詳細は、上記のとおり） 
花まる一座   独楽太郎  似 GAO 笑屋 Taeko 楽描屋あすか Mr.Masaki



 

 

ご当地アイドル KSG 亀山シャイニングガールズ 

２期生募集のお知らせ！！ 
 

 

亀山シャイニングガールズは、３月４日（日）亀山音楽祭で華々しいデビューを遂げました。 
４月以降も亀山のご当地アイドルとして活動を続けていくことになりました。 
これに伴い、新規にメンバーを募集します。 
 
練習日は、基本的に平日の夜 19:00～21:00(亀山市文化会館で) 
参加にあたっては 5月中旬に簡単なオーディションを行います。（初心者可能） 
年齢：10歳から 29歳まで 
ご希望の方は、４月末日までに文化会館までお電話にてお申し込みください。（℡0595-82-7111） 

亀山シャイニングガールズ 
演奏 K-LMCリハーサルバンド 

（亀山音楽祭） 

この作品では、バレエではタブーとされる声をあえて［語り］として
登場させます。 

名前に悩むりゅうとちょう・
皆さんも名前に悩んだことは・・・？

一日まるごと家族みんなで楽しもう！（各公演お楽しみワークショップがついています！）

朝から晩までノンストップこども音楽祭（会場：中央コミュニティセンター）

 

１１時開演 
１３時開演 

１５時開演 

５月５日（土） 

５月４日（金･祝） 

募 集 

チェンバ郎の移動楽器博物館 
中央コミュニティセンター１３:３０～１６:００ 

講師：木村チェンバ郎 ゲスト：バニラムード 
 
楽器のルーツを探りながら、鍵盤楽器の構造を楽しく学びましょう。日頃、 
目にすることのない楽器、博物館に行ってもケースの中に入って触れない 
楽器がたくさん登場します。体験あり、ミニコンサートあり、お楽しみに！ 

場かには見えない特
別な布。その布で作
った服は、ほんとう
に王様に見えるので
しょうか 

家族で楽しめる ちょっと贅沢なワンコインコンサート



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

子ども写真ワークショップ 今回のテーマ：石水渓を写そう！
■ 開催日時・集合場所：平成 2４年５月２日（水）石水渓キャンプ場施設（昼食は各自でご準備ください） 

石水渓キャンプ場施設の場所が分からない方は、亀山市文化会館までお問い合わせください。 
・ １０:０0 から受付、10:３0～ワークショップ、ワークショップ後、石水渓を撮影 1４:00 まで 

14:00～写真の選び方指導 15:00 まで 作品提出は、5 月 6 日まで。 
■ 対象：小学１年生～中学 3 年生（親の付き添い可能、ただし作品は、子どもの自主性にまかせてください） 
■ 参加費：500 円（プリント経費、材料費、傷害保険料金含む） 
■ 申込期間：平成 2４年４月１日（日）～ ４月２５日（水） 
■ 申込方法：文化会館にお電話ください。（先着 20 名程度）℡0595-82-7111 
■ 持ち物：カメラ、メモ用紙、鉛筆（カメラは、デジカメを持参ください。兄弟姉妹でのご参加の場合は家族で 1 台の持参でも結構です。基本

的な使い方は自宅でマスターしてきてください。念のため、説明書のある方はご持参ください。また、写真のメモリーは空にしてきてください）
■作品提出について 

① 参加者 1 名につき作品 2 点まで出品できます。 
② 作品提出者はワークショップに必ず参加してください。 

■審査：審査員によって各賞を決定します。（審査基準は、表現力、ユニークな発想、技術力等） 
■展示：５月２６日（土）、２７日（日）、9：00～17：00（２７日は 16：00 まで）文化会館ロビーにて展示を行います。（作品の受け取りは５
月２７日（日）の 16：00～17：00、都合の悪い方は５月末日までに文化会館で受け取ってください）（ただし入賞者は文化会館で当分の間、展
示させていただきますのであらかじめご了承ください） 

 

親子茶道体験 
 と き:平成 24 年 4 月 30 日（月）10:00～15:00 

ところ:亀山市文化会館市民ロビー 

参加費:200 円（1人） 
お茶の点て方、作法、いただき方を体験していただきます。 

■ 申込方法：文化会館にお電話ください。（先着 20 組）℡0595-82-7111 

■ 申込期間：平成 2４年４月１日（日）～ ４月２５日（水） 
■主催・ご予約先：財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館） 電話０５９５－８２－７１１１ 

 

日本の伝統文化に挑戦！ 

世界最高峰のピアノ 

スタインウェイを弾いてみませんか！ 
■  とき:平成 24 年 5 月 4日（金・祝）13:30～16:30 6 枠 

■ ところ:亀山市文化会館大ホール   ■参加費：30 分 500 円（1 人・1 組） 

■ 申込方法：文化会館にお電話ください。 

■ 申込期間：平成 2４年４月１日（日）受付開始 
主催・ご予約先：財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館） 電話０５９５－８２－７１１１ 

■対象：幼稚園児、保育園児、小学生、中学生 

■テーマ：自由（何の絵でもかまいません、自由にどうぞ！） 
■用紙サイズ：四つ切りサイズまたは八つ切りサイズ（文化会館で描かれる場合は、紙は文化会館で準備いたします） 

■参加期間（提出期間）：４月２８日(土)から５月６日（日）まで（１０：００～１６：００） 

■場所：亀山市文化会館ロビー（提出のみの方は、事務所へお願いします） 
■作品提出について 

①文化会館に来ていただき、紙に直接書いて提出していただきます。（紙、クレヨン・絵の具等準備いたします） 

②自宅で描いてきていただいても結構です。 
■審査：審査員によって各賞を決定します。（審査基準は、表現力、ユニークな発想、技術力等） 

■展示：５月２６日（土）、２７日（日）、9：00～１７：00（２７日は 16：00 まで）「文化会館フェスタ」 にて展示を行います。 

■作品の引き取りは、５月２７日（日）１６：３０以降５月末日まで（土・日引取り可能） （ただし入賞作品は文化会館で保管させていただきます） 
■主催：財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）、子ども創作ひろば 

■提出先・お問い合わせ先：亀山市東御幸町６３番地 亀山市文化会館 （℡０５９５－８２－７１１１） 

これからの文化の

担い手である子ども

たちの豊かな発想と

創作意欲を応援した

いと考えています。 
自由な発想で気軽

に参加してください。 

花はなクラブ作品展“贅沢にはなやかに 薔薇” 場所：文化会館１F ロビー及びホワイエ 

展示：平成 24 年 4月 29 日（日）9:00～18:00 ・30 日（祝・月）9:00～16:30 

目的：フラワーデザインの作品を展示することによってフラワーデザインの楽しさを広く社会に普及することを目的とします。 

［おかあさんにお花をおくろう］ 講習会 
 時間：4月 29日（日）・30日（祝･月）とも１０：００～15:30  
子ども向け企画として、母の日を前に［おかあさんにお花をおくろう］ということで、幼児から中学生を対象に、 
無料フラワーデザイン教室を開催し、フラワーデザインの楽しさを体験する機会を提供します。 
予約不要ですので、たくさんのご参加お待ちしています。 
主催・お問い合わせ：NFD公認校 花はなクラブ ℡0595-82-8714 
 
 

参加無料 



４月行事予定 
                                ３月１５日現在申請分 

【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 

２日（月） 
２３日（月） 

つばさの会 フレンド津 059-253-7675 １４：００ 自由 

３日（火） 第４７期 通常総会 亀山茶農協 0595-82-1328 １１：００ 関係者 

５日（木） 主の記念式 石薬師会衆 0595-83-3610 １９：３０ 自由 
７日（土） 
８日（日） 
９日（月） 

美術工芸品展示販売 新日本美術（株） 072-623-3014 １０：００ 自由 

１０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 

１７日（火） ウィッグ（かつら）展示即売会 （株）ユキ 052-459-7030 １０：００ 自由 

１９日（木） なつめの会 サンスマイル（株） 06-6160-5157 １０：００ 関係者 

２５日（水） 初夏の婦人服セール （株）丸高 075-771-2181 １０：００ 自由 

２７日（金） ひまわり会 薬糧開発（株） 052-369-1636 1０：００ 関係者 

２７日（金） 
２８日（土） 

クローバー会員様の集い （株）クローバー 0596-29-5160  ９：３０ 関係者 

【ロビー他】 
日(曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

４月２８日（土）

～ 

５月６日（日） 

ゴールデンウィークふれあいプラン 
子ども自由画コンテスト 

（財）亀山市地域社会振興会・ 
子ども創作広場 

0595-82-7111 
１０：００～
１６：００ 

自由 

２９日（日・祝） 

３０日（月・祝） 

ゴールデンウィークふれあいプラン 
フラワーアレンジ教室 
おかあさんにお花をつくろう！ 
共催：（財）亀山市地域社会振興会 

NFD 公認校 
花はなクラブ 

０５９５-８２-８７１４ 
１０：００～
１５：３０ 

自由 
参加無料

３０日（月・祝） 親子茶道体験 （財）亀山市地域社会振興会 0595-82-7111 
１０：００～
１５：３０ 

４月１日より受付

参加費２００円

※   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。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

◇お預かりチケットのご案内◇ 

●２０１２年 ５月 １３日（日） ０歳児から入れる親と子のコンサート 出演/大阪交響楽団メンバーによる弦楽四重奏 
鈴鹿市民会館 14:00 開場 15:00 開演 全自由席/一般（高校生以上）1,500 円 子ども（0 歳～中学生）500 円※お問合せ先：㈶鈴鹿市文化振興事業団 ℡059-384-7000 

 
 
 
■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２６日（土）、２７日（日）（大ホール発表の部は２７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２６日（土）9 時～17 時、２７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２４年４月１５日（日） 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 

文化会館自主運営型事業     文化会館で発表・展示等してみませんか？ 
文化会館フェスタ 2012 参加者募集のお知らせ 

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（“いっこく堂”P コード/419-269）、エムズネット 三重県文化会館 WEB チケットサービス

（http://www3.center-mie.or.jp/tickets/） 


