
 

 

 

 

 

 

 

 

◇5/2(金)～ 5/6(火・振)『ゴールデンウイークふれあいプラン』（詳細は中面をご覧ください） 

◇5/18(日) 『ワンコインコンサート Hyclad Live(バイオリン＆スパニッシュギター)』 

   ■14:00開演 入場料:【全自由席】500円(チケットレス!!当日現金受付) プロの演奏を500円で鑑賞できます 

◇5/24(土)・ 5/25(日)市民自主運営型事業『第10回亀山市民文化祭』『文化会館フェスタ2014』 

   ☆文化会館全館を使って、市民活動の発表や自主企画の発表等を行います 

◇6/29(日) 『クリス・ハートTour2014 ～Song for You～』 

  ■18:00開演 入場料:【全指定席】6,000円/当日6,500円 ♪今注目のアーティストの全国ツアー 

◇7/27(日) 『亀山プチ巴里祭』 

   ■入場料:【全自由席】2,000円 ♪シャンソンに親しみ、市民団体とプロとの交流する機会を提供 

◇8/23(土) 『第28回 亀山“若い芽”のコンサート』 

   ■入場料:【全自由席】500円、チケット発売日等詳細未定 ※出演者募集中！ 

♪音楽を学び、これから世に羽ばたこうとする人たちのコンサート 

◇10/18(土)『ものまねエンターテイメント コロッケコンサート』〈2回公演〉 

   ■入場料:【全指定席】5,000円、チケット発売日等詳細未定 ☆人気のものまねコンサート 

◇11/30(日)『亀山ミュージカル』（6月にプレス発表予定） 

   ■入場料、チケット発売日等詳細未定 ☆かめやま文化年のリーディング事業 

◇12/7(日)『第33回 さいまつコンサート』 

  ■入場料:【全自由席】500円、第九参加費：4,000円 ♪地元音楽団体発表、第九｣合唱 他 

◇2015/2/21(土)『八代亜紀コンサート』 

   ■入場料:【全指定席】5,000円、チケット発売日等詳細未定 

◇2015/3/8(日)『亀山ミュージックジャンボリー2015』 

  ■入場料:【全自由席】：1,000円 ♪テープ、ライブ審査を通過したアマチュアバンドの祭典 

◇2015/3/15(日)『落語』   ■入場料、チケット発売日等詳細未定 ☆一般大衆向け催物 

※その他、子ども向け催物、音楽の宝箱コンサート、亀山音楽お話散歩、アウトリーチ活動、映画鑑賞会等を企画中です 

※予定が変更になることもありますので、ご了承ください

月号 
（№.343） 

 

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：公益財団法人亀山市地域社会振興会） 
 

クリス・ハート ツアー2014 

平成２６年度文化会館主催事業のお知らせ 

【全指定席】6,000 円/当日 6,500円  4 月 27日（日）午前 9時 前売開始！ 

そば打ち体験（GW ふれあいプラン） 

亀山ミュージカルアカデミー成果公演 

亀山ミュージックジャンボリー2014 

チケット前売所  
亀山市文化会館、チケットぴあ、亀山音楽協会（アイシ研究所）亀山エコー案内所、フジヤ、鈴鹿ハンター、(公財)鈴鹿市文化振興事業団、 

みどり楽器、津安芸農協芸濃支店、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/) 

3歳以上有料（2歳以下入場不可） ※発売初日、当館での販売は窓口のみとなっております 

写真は昨年度の主催事業の様子

です 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ステージパフォーマンス  
●とき 11：00～17：00 

●ところ 中央コミュニティセンター 

●出演 KSG、亀山少年少女合唱団、マポー

GRANTS Gospel Choir 他 

 

『ゴールデンウイークふれあいプラン』のご案内 

５月２日(金)～6 日(火・振) 

５月２日(金) 日本の伝統文化を体験しよう!! 

◆対象：保育園児、幼稚園児、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：四つ切りサイズもしくは八つ切りサイズ 

◆参加期間(提出期間)：5月 2日(金)～6日(火・振)（受付時間 10：00～16：00） 

◆場所：文化会館ロビー(提出のみの方は 1階事務所へお願いします) 

◆作品提出について 

①文化会館に来館いただき、その場で描いて提出していただきます 

②自宅で描いてきていただいても結構です 

※文化会館で描かれる場合、紙・クレヨン・絵の具等は準備します 

◆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 24 日(土)、25 日(日) 9：00～17：00(25 日は 16：00まで) 

『文化会館フェスタ 2014』にて展示を行います 

◆作品の引取りは、25 日(日)16：30以降 5月末日までにお願いします 

(但し、入賞作品は文化会館で保管させていただきます) 

◆主催：(公財)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 

◆ご提出・お問合せ先：亀山市文化会館 ☎82-7111 

 

【予約不要】 

◆とき：5月 2日(金) 10：00～15：00 

◆ところ：中央コミュニティセンター 

◆参加費：200円/人 

◆定員：20組 

◆お茶の点て方、いただき方の体験です 

◆申込方法：文化会館までお電話ください ☎82-7111 

◆申込期間：4月 5 日(土)受付開始 

※定員になり次第締め切ります 

【要予約】 

亀山文化年のメイン事業で、「未来の亀山」の絵

を募集していますので、そちらへのチャレンジ

もしていただけます 

 

4 月19 日(土)  10：00～17：00  

 
 

【後援事業】 

【入場料】 中学生以上 300 円、小学生 100円(お菓子すくい券進呈) 
 ※｢お菓子すくい券」は数に限りがあります。無くなり次第終了となりますのでご了承ください 

 ※入場料は、国連難民支援機関 UNHCRへ寄付されます 

 

特別体験ブース 視力回復ヨガ 
●とき 13：00～14：30 

●ところ 第 2 リハーサル室  

●定員 20名 (事前予約優先) 

●体験料 1,500円(入場料別) 

●講師 小倉杉絵(視力回復ヨガ協会シニア 

インストラクター) 

※締め付けない服装でご来場下さい 
笑顔のたね祭り出店ブース  

主催：スローアース「笑顔のたね祭り」実行委員会 

後援：(公財)亀山市地域社会振興会(亀山市文化会館) 

お問合せ先：亀山市文化会館 ☎82-7111 

コミュニティ Café ぶんぶん、アンティーク、茶気茶気、 

つるやフーズ、かみきりむしの会、有機野菜料理 サラダ

のきもち、シェアリングネイチャー協会、笑顔のたね 

ブース他 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ Ｗ は 親 子 で 文 化 会 館 へ 行 こ う ！ 

このコンサートは、これから世に羽ばたこうとしている音楽志望の方に 

演奏の場を提供しようと企画したものです 

 
応募資格 音楽を学び、いま若くして羽ばたこうとしている方(年齢制限なし) 

吹奏楽部(アンサンブル等を含む)でのご応募も可能です ※但し、連続出場には制限あり 

８月23 日(土)  13：00開場 13：30開演（予定） 大ホール 

 
 

主催：(公財)亀山市地域社会振興会 

(亀山市文化会館) 助成：(公財)岡田文化財団 

 

《応募締切》５月 31日(土)17：00まで 
 

《お問合せ・お申込み》 

   亀山市文化会館 ☎82-7111 

５月 4 日(日) 

５月 5 日(月・祝) 

５月 6 日(火・振) 

そば打ちにチャレンジして 

打ちたてのそばを食べよう!! 

 

フラワー 

アレンジメント教室 

【予約不要】 

【要予約】 

◆とき：5月 6日(火・振) 10：00～15：30 《先着 100名》 

◆ところ：中央コミュニティセンター 

◆参加費：300円/人 

子ども向け企画として、母の日を前に、『手づくり母の日のプレゼント』フラワー 

アレンジメント教室を開催し、フラワーアレンジメントの楽しさを体験していた

だきます。予約不要ですので、たくさんのご参加をお待ちしています 

協力：花はなクラブ 

◆とき：5月 5日(月・祝) 1回目 9：30～ 2 回目 13：30～ 

◆ところ：中央コミュニティセンター 

◆定員：1回目 親子 6組、2回目 親子 6組 

◆参加費：材料費として 800 円(1組) 

◆講師：北沢立男 

◆申込方法：文化会館までお電話ください ☎82-7111 

◆申込期間：4月 5 日(土)受付開始  

※定員になり次第締め切ります 

◆とき：5月 4日(日)9：00～16：30 《全 13 枠》 

◆ところ：大ホール 

◆参加費：500円/枠 (1枠 30 分 お一人様 1枠のみ) 

◆申込方法：文化会館までお電話ください ☎82-7111 

◆申込期間：4月 5 日(土)受付開始  

※定員になり次第締め切ります 

※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 

 

持参いただくもの 

エプロン、三角巾、

タオル 2 枚、入れ物 

(お持ち帰り用) 

 

【要予約】 



 

 

【中央コミュニティセンター】                                    ３月１５日現在申請分 
日(曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

3 日（木） 第 49 期通常総会 亀山茶農業協同組合 0595-82-1328 10：00 関係者 
5 日（土） 
6 日（日） 

展示会 きもの京山㈱ 059-347-2279 10：00 自 由 

5 日（土） 
6 日（日） リフォーム相談会 住友不動産㈱ 059-350-2093 10：00 自 由 

08 日（火） 薬糧開発㈱会員の集い 薬糧開発㈱ 052-369-1636 10：00 関係者 
08 日（火） 
22 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 09：30 関係者 

9 日（水） 
24 日（木） 

ほほえみショップ ㈱HoHoemi 090-3717-8874 10：30 関係者 

12 日（土） 第７回 K-LMC コンサート K-LMC(亀山軽音楽サークル) 
090-3855-3462 

(増亦) 
12：30 自 由 

16 日（水） 春物、婦人服バーゲン ㈱丸髙 075-771-2181 10：00 自 由 
16 日（水） エコ会員の集い ㈱エコライフ 058-254-8050 10：30 関係者 
17 日（木） サンスマイルなつめの会 サンスマイル㈱ 080-4106-7702 10：30 関係者 
17 日（木） ウィッグ（かつら）展示即売会 ㈱ユキ 052-459-7030 10：00 自 由 
19 日（土） 災害復興支援イベント 笑顔の種祭り 笑顔のたね祭り実行委員会 0595-82-7111 10：00 自 由 
26 日（土） 結婚式披露宴 モデスト カシア 090-1785-2928 13：00 関係者 

【会議室】 
日(曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

26 日（土） 話の聴き方（傾聴）講座 特定非営利活動法人さくらさくら 059-374-1899 13：30 
自 由 

（事前予約必要） 
※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場合もございますのでご了承ください 

 

 

 

 

 

 

預りチケットのご案内  問合せ先 （公財）鈴鹿市文化振興事業団 http://www.s-bunka.net/ ℡ 059-384-7000 

・5 月 17 日（土） 第 10 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   開場/15：30  開演/16：00 

 入場料/全席指定 3,800 円 ※未就学児入場不可 （託児あり《有料》） 

・6 月 01 日（日） 0 歳児から入れる親と子のコンサートＶｏｌ．2   鈴鹿市民会館   開場/14：00  開演/15：00 

入場料/全席自由 一般（高校生以上）1,500 円 子ども（0 歳～中学生まで）500 円  

※お子様をだっこ、または膝上での鑑賞の場合も、入場料は必要です 

・6 月 28 日（土） 大野雄二＆ルパンティックファイブ   鈴鹿市民会館   開場/17：45  開演/18：30 

入場料/全席指定 一般 4,000円 高校生以下 2,000 円 ※3歳未満入場不可  

〒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：(公益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) 

 

 

行事予定 

平成 26年 4月 1日(火)から施設利用料金が変わります 
消費税率の改正に伴い、平成 26 年 4月 1日(火)から、施設利用料金を変更させていただきます。 

詳しくは、文化会館までお問合せいただくか、当館ホームページをご覧ください。 

【例】大ホール平日全日の基本使用料が、46,200 円→47,520 円、中央コミュニティセンター平日全室全日の 

使用料が、12,600円→12,960 円になります。 

     ※冷暖房使用料、付属器具利用料も同様に変更させていただきます。 

【後援事業】 

亀山軽音楽サークル 

４月12 日(土)  開演 12:30   

中央コミュニティセンター 

 

主催：K-LMC（亀山軽音楽サークル） 
http://kameyama-k-lmc.seesaa.net/ 

後援：(公財)亀山市地域社会振興会 

【入場無料】 
高校生バンド・大学生バンド・オヤジバンドが出演！ 

 
出演予定バンド 
エクリプス、奥田紳一、マポー、クラブ ピューマン 

ＺＯＮＥ、カオル♡カオル、塩田涼兵、カラフルトイカメラ 

※ 内容は変更になる場合があります 

http://www.s-bunka.net/
http://kameyama-k-lmc.seesaa.net/

