亀山市文化会館・亀山市中央コミュニティセンター

月号

（指定管理者：財団法人亀山市地域社会振興会）

（№.327）

「亀山市ミュージカルアカデミー」受講者募集
亀山市では平成 26 年の文化年のミュージカル公演を目指し、新たにミュージカルを志す人を増やすことを目的
としたミュージカルスクールを開校することにいたしました。
対象は小学 1 年以上大人までで、ミュージカルは初めての方でも基本から丁寧に指導いたします。
ミュージカルは芝居以外に、歌、ダンスも含まれますので、将来、いろんな面で役に立つことも多い分野です。
この機会にチャレンジされてはいかがでしょうか。
期間は平成 25 年 2 月から 3 月まで。
■募集対象：経験不問（小学 1 年生以上）
■募集区分：
大人の部

小学 5 年以上～年齢制限なし

小人の部

小学 1 年以上～小学 4 年生まで

ＫＩＥミュージカルスクール から

指導者を招いてのレッスンになります。
ＫＩＥミュージカルは宝塚音楽学校合格者を
多数輩出するなど実績もあり、東京など中央の
舞台に立つプロを育成しているスクールです。

■稽古内容：基礎練習（ダンス・演劇等）
■練習日：2 月 23 日（土）
、3 月 16 日（土）
、3 月 23 日（土）
、3 月 30 日（土）
■練習時間：小人の部

初心者歓迎！

15：30～17：30、大人の部 18：00～20：00

やる気のある方の参加を
お待ちしています！

■練習場所：亀山市文化会館リハーサル室
■受講料：
（2 月 23 日（土）～3 月 30 日（日）分）

大人１,000 円

小人 1,000 円

■募集期間：1 月 21 日（月）から 2 月 17 日（日）（一次締切）＊一次締切後も定員に余裕がある場合は随時募集します。
■定員：大人の部、小人の部

各 20 名程度（定員になり次第受付を終了させていただく場合があります。
）

■主催：亀山市、
（財）亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）
■お申込み・お問い合わせ先：亀山市文化会館

市民自主運営型事業

℡０５９５－８２－７１１１

心温まる懐かしい童謡や叙情歌。ふとした事で、
口をついて出てくることはありませんか。お子
様も御年配の方も、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
日 時
場 所
参加費
お申込先

亀山市文化会館・元気で楽しく歌う会実行委員会
平成２５年３月１６日（土）１３時～1５時
亀山市文化会館 大ホール
２００円（当日受付へ）
２月２８日（木）までに文化会館の窓口へ

お問合せ・お申込み

８２－７1１０

参加者募集のお知らせ

元気で楽しく歌いましょう

第6回

ＦＡＸ

亀山市文化会館
電話 82-7111 ＦＡＸ 82-7110
（電話・ＦＡＸ・Ｅメール kamebun@za.ztv.ne.jp 申込可）

Premium Live 2013
in Kameyama
平成 25 年 3 月 20 日（水・祝）
15：30 開場

16：00 開演

大ホール

入場料（全指定席）4,000 円
企画・BED ROCK
残席状況は、
文化会館まで
お問い合わせ
ください。

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（落語：P コード４２４－３６２）、（BENI：P コード１８７－２４２）、エムズネット（三重県文化会館 WEB チケット
サービス）
〒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, FAX82-7110

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)

亀山ミュージックジャンボリー2013

ライブ審査は一般公開しています！
入場無料

ライブ審査
２月 1７日（日）
10：00 開演（9：30 開場）

亀山市文化会館大ホール
1 月 13 日(日)
1．J＆P
のテープ審査で
2．The quaver
選ばれた 21 組！
3．アーミーソックス
4．宮崎徹 with..。
ライブ審査
5．小池美帆
演奏時間の目安
6．森田遊人
1.10:00～
7．Canady
9.12:00～
8．The factory
昼休憩 12:15～13:30
9．シンガー小次郎
15.14:45～
10．Outside Help
休憩 15:00～15:15
11 ．Kameyama Incidents
12. こばね
終了 16:45（予定）
13．４Jacks
14．グルメ ザ バーバリアンズ
15．カオル♡カオル♡
16．SPD
17．Nursing Care☆わたる with MIKI
18．Dim Clōud
19．BJP with Danceteam 凛
20．三日坊主
21．ぴよぴよバンド＋おまけ
※都合により出演順を変更する場合があります。

三日坊主

● 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。

セルフでカメラやビデオ
撮影も可能です！
カメラやビデオをご持参
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、 いただき、演奏していると
ころをご家族やお友達に
ジャンルを問わず多くの演奏家が憧れるピアノです。
撮影してもらえば、よい記
念画像になるのではない
【演奏時間】１枠３０分 ※おひとり様、１枠のみ。
でしょうか。ぜひこの機会
・申込者本人の利用に限ります。
をご利用ください。
・音楽教室等の指導としてのご利用はできません。
【参 加 費】５００円
【募集枠】
午前の部 ６枠(9 時～、9 時 30 分～、10 時～、10 時 30 分～、11 時～、11 時 30 分～)
午後の部 ７枠(13 時～、13 時 30 分～、14 時～、14 時 30 分～、15 時～、15 時 30 分～、16 時～)
■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９日（土）午前９時より受け付け開始。
【主
催】財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）
【お申込み・お問合わせ先】
亀山市文化会館 ℡ 0595-82-7111/Fax 0595-82-7110

世界中のステージで輝くピアノ

STEINWAY ＆ SONS

平成 25 年 2 月 24 日（日）
13：30 開場
14：00 開演

亀山市文化会館大ホール
入場料（全指定席）3,000 円
※未就学児入場不可

林家たい平

林家染弥

昭和 62 年 武蔵野美術大学 造形学部卒業
昭和 63 年 林家こん平に入門
平成 4 年 二ツ目昇進
平成 5 年 ＮＨＫ新人演芸コンクール 優秀賞受賞
平成 11 年 さいたま芸術劇場主催 彩の国落語大賞受賞
平成 11 年 にっかん飛切落語会 奨励賞受賞
平成 12 年 真打昇進
平成 20 年 平成 19 年度（第 58 回）芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞
平成 22 年 武蔵野美術大学 芸術文化学科 客員教授就任
古典落語を現代にも通じるよう独自の解釈を加え、落語の楽しさを伝
えている。たい平ワールドと呼ばれる落語には老若男女数多くのファ
ンを集めている。昨年「映画館落語」をプロデュース。

平成 25 年

3 月 24 日(日)

13:00 開場

入場料（自由席）500 円
【《EST》 演奏曲目】 ♪Ｗater night
♪Ｓweet days

好評前売中！ 電話予約可
能

1994 年 7 月に 4 代目林家染丸に入門。古典落語から新作落語まで
幅広くこなす。また噺家あるあるネタが得意。子供の頃からルー
ビックキューブも全面揃えられる。2004 年になにわ芸術祭 落語部
門 新人奨励賞受賞。林家笑丸（弟弟子）、笑福亭智之介、桂三幸、
桂三四郎と「Ruck5」というユニットを形成し、そのリーダーを務
める。趣味・特技 ギター、オセロ、日本舞踊

後援：亀山音楽協会、亀山市体育協会、
亀山中学校同窓会、「林家染弥」を支援する会

13:30 開演

好評前売中

作曲：ウィテカー
作曲：佐藤賢太郎

他

地元出演団体
混声合唱を楽しむ会、コーラスみずほ、コールみか、親子コーラス隊チロル、
女声合唱団エコ・ソアーベ、なかよし友っこ合唱教室、ベルアンサンブル、
亀山少年少女合唱団

チケット前売所 亀山市文化会館、亀山音楽協会（アイシ研究所）、
亀山エコー案内所、フジヤ、田中商店、鈴鹿ハンター、みどり楽器、
ＪＡ鈴鹿（関支店、深伊沢支店）、ＪＡ津安芸芸濃支店

主催・音の祭典実行委員会 お問合せ先：アイシ研究所 ℡0595-83-3636

■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 25 日（土）、26 日（日）
（大ホール本番は 26 日（日）のみ）
■市民自主運営型事業募集要項
申込み用紙は文化会館で
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
ご用意しております！
(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消耗品費や運搬費等の経費は参加者負担）
⑤ 発表・展示の時間：
・ 大ホール：歌 7 分程度、楽器、舞踊等 10 分程度、企画事業：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 25 日（土）9 時～17 時、26 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 25 年 4 月１2 日（金） 午後 5 時まで
■お問い合わせ先：亀山市文化会館 ℡0595-82-7111 FAX82-7110

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

17 日(日)

亀山ﾐｭｰｼﾞｯｸｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 2013 ライブ審査
（ﾃｰﾌﾟ審査を通過した２１ﾊﾞﾝﾄﾞが出演）

(財)亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

10:00

＜全自由席＞
無料

20 日(水)

亀山高校キャリア教育学習発表会

三重県立亀山高等学校

0595-83-4560

13:00

関係者

24 日(日)

林家たい平・染弥 二人会

（財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

14:00

<全指定席＞
3,000 円

堀田征氏叙勲授章祝賀会発起人会

0595-82-3311

26 日(火)

堀田征氏叙勲授章祝賀会

※未就学児入場不可

10:30

関係者

【中央コミュニティセンター】
日(曜日)
7 日(木)～

催物名

主催者名

電話

開演

入場方法

第 8 回亀山市美術展 作品公開

亀山市文化部文化スポーツ室

0595-84-5079

10:00

自由

16 日(土)

健康診断

名古屋セントラルクリニック

052-821-0010

9:00

関係者

21 日(木)
22 日(金)

クローバ会員様の集い

㈱クローバー

0596-29-5160

9:30

関係者

21 日(木)
22 日(金)

冬もの婦人服大バーゲン

㈱丸高

075-771-2181

10:00

自由

23 日(土)

土曜日午後の音楽会

中世古友子

0595-83-5530

13:30

自由

24 日(日)

御幸地区ｺﾐｭﾆﾃｨ ﾐﾆｹﾞｰﾑ＆運動会

御幸地区コミュニティ

0595-82-0023

13:00

関係者

26 日(火)

堀田征氏叙勲授章祝賀会

堀田征氏叙勲授章祝賀会発起人会

0595-82-3311

12:30

関係者

27 日(水)

亀山市職員組合第１０回定期大会

亀山市職員組合

0595-84-5084

18:00

関係者

電話

開演

入場方法

11 日(月･祝)

【会議室】
日(曜日)

催物名

主催者名

1 日(金)
2 日(土)

平成２５年寒修行

宗教法人 真如苑

0595-83-2880

19:30

関係者

2 日(土)

名鉄バスグループ合同説明会

名鉄バス㈱

052-586-8470

9:40

予約制

第 8 回亀山市美術展 特別講座

亀山市文化部文化スポーツ室

0595-84-5079

14:00

自由

第 8 回亀山市美術展 表彰・作品講評

亀山市文化部文化スポーツ室

0595-84-5079

14:00

自由

出張面接・登録会

㈱サンキョウテクノスタッフ

090-4856-9778

10:00

自由

電話

開演

入場方法

10 日(日)
11 日（月･祝）

16 日(土)

【ロビー】
日(曜日)

催物名

主催者名

7 日（木）～
0595-84-5079 10:00
第 8 回亀山市美術展 作品展示公開 亀山市文化部文化スポーツ室
11 日(月･祝)
※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わせください。
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。

自由

◇お預かりチケットのご案内◇
●2013 年 2 月 10 日（日）

いまいゆうぞう はいだしょうこファンタジーコンサート２０１３
鈴鹿市民会館 1 回目 12:30 開場 13:00 開演 ＜全席指定＞一般 3,000 円 小学生以下 2,500 円
2 回目 15:00 開場 15:30 開演 ＜全席指定＞一般 3,000 円 小学生以下 2,500 円（2 回目の当館預かり分終了）
（問）（財）鈴鹿市文化振興事業団ＴＥＬ059-384-7000

●2013 年 3 月 24 日(日)

ヴォーカルアンサンブル ＜ＥＳＴ＞を迎えて ～春にうたう～
亀山市文化会館 13:00 開場 13:30 開演 全席自由 500 円
（問）亀山音楽協会（アイシ研究所） TEL 0595-83-3636

