
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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） 
 

月号 
（№.368） 

 

 

 

5/21(土)  企画発表の部 

 

正派浜田社中 

♪虹の精 
 

正派千代美会柴田社中 

♪御代の祝 
 

3B体操「和気・あいあい」 

♪ジャスパー 他 

しょうぶの会 
♪天竜下れば 他 

 

大正琴ハープ風 
♪歌の宝石箱（日本の歌） 

民話語りサークル 
ことり 

主人を救った馬 

華音 箏兄・重本千春 
♪飛躍 

詩吟 三重岳仁会 
亀山地区 

♪「憶
おも

う」良寛 他 
 

DAI-ICHI 
バレエスクール 
♪ワルツ 他 

フレンズ 
♪故郷の廃家 他 

チロル 

♪Over The Rainbow 他 
灯おどり保存会 
♪亀山音頭 他 

下庄弥生会・琴修会 

♪めぐる季節 他 
 

文化箏ことほぎ 
♪野遊び 

MAKK 

♪シャンソンメドレー 

亀山ハーモニカ 
元気クラブ 

♪瀬戸の花嫁 他 
 

藤間流 勘志陽会 
 ♪民舞 おこさ節 

※出演順・演目など 

変更となる場合がございます。

予めご了承ください。 

亀山民話を語る会 
「山ゆり」 

若がえりの水 

カオル♡カオル♡   マンモＰＳＡ      Eclipse    
 

1１:30- 
ハーモニーズ 
朗読で語り継ぐ 

ヤマトタケル 

亀山レク・フォークダンス 
サークル 

♪ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ セレナーデ 他 
 

女声合唱団エコ・ソアーベ 
三品千鶴短歌 

女声合唱組曲「愛にささぐ」より 
♪息子・娘 他 

 

 

5/22(日) 

10:00- 

舞台発表の部 

 

藤森要・高橋有紀 
ピアノ・尺八兄妹デュオ 

♪世界に一つだけの花 他 
 

正調鈴鹿馬子唄 
保存会 

♪正調鈴鹿馬子唄 
 

琴修会 

♪茶摘み 他 

華音「ひびき」・重本千春 
♪みずうみの詩 

 
 

 

5/21(土) 

13:00- 

舞台発表の部 

 

柳栄会 
♪黒田の盃 他 

亀山キロハナ 
♪ヘナニモキハナ 他 

多門 
♪YAGURA 他 

オカリナB
ビ

-
－

mon
モ ン

 

♪宇宙戦艦ヤマト 他 

寿梢会 

♪藤の花 他 

ギターサークル響 
♪小さな世界 他 

 

亀老連フォークダンス部 

♪月明かりのタンゴ 他 

コールみか 

♪花のまわりで 他 

内田流 寿好会 
♪下田慕情 他 

華音「桔梗」 
♪三段の調 

勘栄会 
♪あゝ桶狭間 

コーラスアンサンブル 
ミルフィーユ 

♪カントリーロード 他 

三重県太極拳協会 
井田川教室 

♪四十二式太極剣 他 

   J.J.    club phuman  マポー 

10:０0- 亀山軽音楽サークル(K-LMC) 

【大ホール】～舞台発表の部・企画の部～ ・5/21(土)10:00 開演 ・5/22(日)10:00 開演 

【コミュニティセンター他】～展示の部～ ・5/21（土）9:00～17:00 ・5/22（日）9:00～16:00  ※詳しくは中面をご覧ください。 

【会議室】～企画の部～・5/2１（土）『市民俳句会』12：30 出句締切・5/22（日）『詩を楽しむ会』13:00～ ※詳しくは裏面をご覧ください。 

M.D.S 
♪ZERO 他 



 

  

  

第１２回市民文化祭・文化会館フェスタ２０１６ ～展示の部～ 

亀山盆栽会 
伊藤宣敬、臼井 滉、木田孝士、 

中根宣広、西川良三、服部昭次、 

原田健三、藤川祐典、冬柴亮一、 

宮嶋鉄哉、村山幹春、森 忠也、 

保村元雄、山中正好、 

渡辺 完、松原行延 

池坊関亀山華の会 
小川 栞、小川萌未、田中包子、 
平松きち恵、稲垣都也子、 
長畑陽子、原野公子、 
岩間トシ子、関 正子 

裏千家 淡交会三重北支部 亀山班（22日） 
安藤久美子、岩佐良子、岡本通子、笠井 博、川戸八重美、小松 清、 
田中季美枝、寺山敏子、豊田悦子、服田弘子、増地陽子、真弓ひろみ、 
山川絢子、山崎ゆかり、渡辺マキ子、北澤尚大 

未生流 
水谷栄子、小菅明子、笠井美恵 
 

草月ｍｉｃｈｉｎａ 
服部美知奈、小林芳乃香、石田梓玉、 
鈴木美千華、大原玲湖、中田佳子 

嵯峨御流 
伊藤幸子、氏原裕子、草川さと子、篠原キミ、田中典子、長谷川和代 

表千家 亀山会（21日） 
山川明子、楠井とし、桑原ゆさ、広田昌子、江南勵、伊藤美穂、 
熊谷由香、佐野孝子、櫻井美恵子、柴田由美子、末崎富士子、桜井文子、 
関弘江、伊藤幸代、脇坂美子、岡田朋子、駒田栄二、駒田悦子、 
石田信子、鈴木寿一、小倉久美子、中野有里、若林美文、小倉寧々、 
村田てる子、谷口郁子、山口俊夫、若菜光子 

写真「レインボー会」 
稲森隆生「除幕」 
岡田昭重「実技指導」 
落合弘明「麺の魔術師」 
落合義昭「湖水に映える」 
笠井俊夫「港」 
黒田 尚「初夏のたより」 
滝本洋一「夏祭り」 
田中晴生「春が来た」 
西川喜賀「みそぎ神事」 
不破為和「白川郷冬景」 
森崎 進「晩秋の関富士」 
矢沢行男「髭剃り」 
山川誓一郎「ママにも撮らせて」 

石山会 
中嶋千絵「宮沢賢治 絶句二首」 
清水宣夫「花鳥風月」 
松岡徳雄「四時の詩」 
平田英也「孟浩然の詩」 
原久美子「断機」 
中尾公子「真実一路」 
落合宏一「日々好日」 
小坂 一「春暁」 
桜井 昇「壺中明長」 
曽我一夫「春暁」 
宮川純子「春花秋月」 
柴田節子「千客万来」 
池村敏子「華」 

写真サークル「にぎりめし」 
伊藤晴通「一時の休息」 
松井 太「旅立ち」 
櫻井正子「春らんまん」 
安藤久美子「湿原の朝」 
村山幹生「ふるさと」 
櫻井信也「寸光」 
 
日本報道写真連盟亀山支部 
安藤 明「母子」 
村田芳男「絆」 
界外 巖「タブレット交換」 
滝本麻須美「水滴」 
菅谷秀昭「集中工事」 
萩原清春「カップル」 
宮﨑理徳「少年Ａ」 
 

木下講座 (パッチワーク) 
「バッグ・タペストリー・小物」 
木下美和子、大泉順子、上林優子、 
豊田とめ子、豊田ミツ子、中沢より子、
原田美智子、福島直子、 
前川陽子、山本公代  
 

フラワーセラピー・カメノコセブン 
「ナッツでアレンジ」 
佐藤典子、山田恵子、朝熊和美、 
瀧三余子、田中久美子、西川佐文 
 

亀山文化資産研究会 
中浦豊子「旧落合家住宅」 

新開悟弘「亀山藩主石川家家老加藤家」 

伊達光信「白川小学校公開講座」 

中浦達也「旧佐野家住宅」 

中島巨樹「文化財公開活用事業」 

中  宝司「堀家住宅」 

寺本武司「旧舘家住宅」 

森美香子「旧田中家住宅」 

渥美喜己「鈴木家住宅」 

今枝敏男「福徳医玉寺」 

田上禎勇「関宿デザインカタログ」 

写真サークル「どんぐり」 
平野 武「信濃の春」 
伊藤宗和「３５５５」 
谷  明「樹木の精霊」 
豊田康文「家内安全、商売繁盛」 
豊田典子「春爛漫」 
小池 勇「天空の秋を憩う」 
伊藤 隆「自然の造形美」 

「ＳＨＩＲＯ」 
斎藤政子「バラ」 
所 啓子「バラ」 
髙士章和「近江八幡」 
服部祥代「doll」 
纐纈エツ子「自画像」 
橘喜代美「ひがん花」 
村田円莉子「蓮」 
寺山敏子「コスモス」 
 

 

池坊美咲会 
山川絢子、山中和子、 
西口香代子 

俳句部 
題 「桜」 
井崎久美子、伊藤宣之、伊東梅子、 
岩間紀美子、岩間峯子、上田 勝、 
上田佳久子、臼井明子、内田洋子、
恵木美代子、小川浩子、片岡智子、 
川原鳥魚、木下喜代子、駒田夛津、 
駒田弘子、桜井麗子、嶋 秀子、 
末崎史代、杉谷貞子、館ゑみ子、 
谷北俊彦、豊田麻佐子、中島龍水、 
中島光子、中島昭子、那須千代、 
西川安子、浜口順子、服田弘子、 
樋口多美子、平川光子、前田照子、 
松尾睦月、村山三千代、森下尚子、 
山内千鶴子、山口郁子、山中淑子、 
山脇君子、横山亮二、吉田栓子、 
岩田光代 

池坊亀山 
田中磨智子、中田和代、 
佐藤栄聿、山口若奈 

亀山詩の会 
桐山 勧、原 君子、しおん、 
矢野陽子、堤 啓次、加藤 薫 



 

  

  

亀山川柳会 
荒川稔子、伊藤忠昭、荻山幸重、小河柳女、落合洋子、片岡清香、勝田五百子、加藤吉一、河合恵美子、 
加藤けいこ、加藤昌良、北田のりこ、小原 進、近藤映彩、坂倉広美、城日出皓、杉田あい子、杉本 満、 
瀬川愛子、竹島 晃、竹岡訓恵、高嶋征二郎、高橋 忠、堤 雀母、永島み志子、中山由紀子、丹川 修、 
西井すすむ、二木兆子、中村佐和子、西垣みゆき、橋倉久美子、宮村峰子、宮村典子、松上 孝、水谷一舟、 
山口勝美、山添幸子、吉川俊子、吉崎柳歩 

陶芸Ａサークル 
近藤義則「花器」、野間 章「壺」、小倉一子「花器」、上田 忠「壺」、 
江藤洋子「器」、小坂洋子「器」、林定子「人形」、西川るみ子「ひな人形」、 
佐野孝子「人形」、小坂健介「大皿」、黒崎幹夫「器」、先崎和子「器」、 
中西幸子「器」、早川桂子「皿」、葛西 仁「大壺」、宮武 宏「ぐい呑」、 
柴田みや子「花器」 

陶芸Ｂサークル 
平野信夫、中谷みよ子、豊浜幸生、山崎仁、村山悦裕、 
今西美由紀、村井幸子 

陶芸Ｃサークル 
安藤尚子、今井正寿、佐藤暉隆、三治弓子、田所正敏、内藤千加子、 
仲野よし子、服部恭子、服部昌彦、平松敬子、松下比路子 

レザー教室 すずらん 
早川桂子「ショルダーバック」 
桜井照子「診察券入れ」 
森田憲子「トレー」 
長島節子「リックサック」 
福永瑛子「ショルダーバック」 
楠井順子「診察券入れ」 
福島直子「ハサミ入れトレー」 
西川るみ子「バック」 
伊澤勝彦「診察券入れ」 
川尻みさ子「額」 

レザークラフト ぴゅあ 
青井万里子「バック」 
西村芙美子「カバン」 
中島みち子「印かんケース」 
加藤ひさ子「バック」 
尾崎暁子「おひなさま」 

スケッチサークル Syou    
井上みさよ、江藤ヤス子、高島隆子、 
馬場博子、廣田武司、廣田まり子、 
松本蓉子、前田友恵、山口登喜子 
 
絵手紙 さくら 
伊東 米、村山聖名子、松村さち子、 
櫻井知子、吉川佳子、宮崎道子、 
森川さえ子、森下尚子、小川和美、 
植田栄子、櫻井由美子、佐藤美穂子 

絵手紙「感動」 
浅野由美、井上みち子、川辺隆子、 
倉田信雄、倉田凉子、小坂洋子、 
長岡松子、服部清子、村上悦子、 
村山冨美子 

絵手紙サークル そよ風      
井上みさよ、大石和子、木下生江、 
楠井のり子、黒田はま子、小林雅子、 
中川恵美子、原久美子、松本美登子、 
山本すみ子、羽尻美代子、葛西静江 

※出品内容などに変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

絵手紙サークル安寿 
伊藤美枝子、上田せつ、 

大道裕子、小林寿美子、 

斉藤みき子、佐野千鶴子、 

豊田陽子、福永勝代、 

森川孝子、森川みよ子、 

若林智香子 

絵手紙サークル「わか葉」 
豊田英通、米川ひで、 
宮川純子、市川蓉子、 
村山節子、中川百合子、 
西川美津子、松永里子 

れんげの会（俳画） 
石山純子「たんぽぽ」 

岩間峯子「げんげ」 

木崎正子「のうぜんかずら」 

前田とみ代「牡丹」 

小阪康弘「クリスマスローズ」 

岩間紀美子「紅梅」 

豊田和子「しでこぶし」 

北東ちぎり絵サークル 
南部智恵「水郷」 
濱田佐智子「跳ね橋」 
葛西ひなえ「ひまわり」 
古籏時子「富士とコスモス」 
落合洋子「橋のある風景」 
伊藤峯子「石蕗」 
伊藤和子「とんぼの秋」 
伊藤幸子「跳ね橋」 
西村房子「スイトピー」 

書道愛好会  
岡村ちづ、中林順子、 
早川ヤスエ、松井きよ子、 
草深敬子、中嶋綾子、山中典子 

関書悠会 
青山久美子「うぐひす」 
黒田房子「いろは歌」 
小林佳子「いにしへに」 
渥美静子「あたらしく」 
杉野勝子「いそのかみ」 
杉森かよ子「古の人に」 
草川美幸「色紙」 
今村嘉津子「色紙」 

和紙のちぎり絵 亀和の会 
西川てる子「朝顔」 
服部博子「てっせん」 

松渓塾 楽書の会 
伊藤トシ子、川戸三千子、岩間悦子、 
田中 香、中崎吉子、小倉芳美、 
小林繁子、川浦友紀、島八郎、丸橋勲、 
一見雅子、河村美鈴、小原進 

松渓塾（遊心会） 
岩間君子、伊東 米、内田洋子、 
櫻井美沙子、新開悦子、東岡英子、 
日尾美千代、水原浩子、加藤とく子 

スケッチサークル Syou    
井上みさよ、江藤ヤス子、高島隆子、 
馬場博子、廣田武司、廣田まり子、 
松本蓉子、前田友恵、山口登喜子 
 
スケッチサークル 章和会 
川邊隆子、大道裕子、浦野貴志子、 

田中すま子、小坂洋子、浅野由美、 

渡辺美和、斎東みき子、斎藤政子、 

橘喜代美、長岡松子、服部清子、 

大石和子 



 

  

平成２８年度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 
予約不要、何も持たずに文化会館へ足を運ぶだけ！ 

■参加期間（提出期間）：５月２日(月)から５月４日(水･祝)まで（１０：００～１６：００） 

■ところ：亀山市文化会館ロビー（提出のみの方は、１階・会館事務所まで作品をお持ちください。） 

■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） 

 

★親子そば打ち体験（要予約）■講師：北沢立男(きたざわたてお) 

親子でそば打ちにチャレンジしてみませんか！打ったそばは食べていただけます。 

■とき：５月３日（火・祝）１回目９:３０～ ２回目１３:３０～(予定)  
■ところ：中央コミュニティセンター(小ホール) ■定員：１回目親子６組、２回目親子６組（小学生以上） 
■持ち物 エプロン 三角巾 タオル タッパー ■参加費：材料費として８００円（１組） 

 

★日用品楽器演奏コンサート「食器は歌う」（予約不要・無料） 
■とき：５月４日（水・祝）１３：４０～ ■ところ：中央コミュニティセンター(小ホール) 

★楽器づくり体験参加者募集中！！（要予約） 
■とき：５月４日（水・祝）１３：００～１３:３０ ■ところ：中央コミュニティセンター 
■定員：２５名（３歳以上参加可能。ただし、未就学児の方は保護者様の付添をおすすめします。） 

■参加費：材料費として５００円（お一人様） 

トマトの水煮缶やフルーツの空き缶など、 深さのあるスチール缶をご用意ください。 

アルミ缶やツナ缶は NGです。切り口のふちはペンチで潰しておいてください。 

■持ち物 kajii（カジー） 

出演者募集! 

≪出演者募集要項≫ 
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ています。 

 

■ 応募資格 音楽を学び、いま若くして世に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
のご参加も可能です。※但し、連続出場には制限有り。 

■ 基本的なコンサート経費は主催者である亀山市文化会館が負担しますが、協力費として、お 1 人様（1 組）2 万円のご
入金をお願いします。（後日チケットを 100枚お渡しします。） 

■ 演奏会の入場料は 500円【高校生以下無料】（予定）。 
■ コンサート構成・マネージメントは東海芸術アカデミー合同会社が行います。 
■ 1人（1組）の持ち時間は、20分以内。６組程度の出演予定です。（定員になり次第〆切る場合があります。） 
■ 申し込み期間は、平成28年5月15日（日）午後5時(※時間厳守)までにご提出ください。お申し込み多数の場合は、

次回へのご出演をお願いする場合もありますので予めご了承ください。 
■ その他ご不明な点がありましたら下記までお気軽にお問い合わせください。 
■ お申し込み・お問合せ先/〒519-0124 三重県亀山市東御幸町６３番地 Email  kamebun@za.ztv.ne.jp 

               TEL：0595-82-7111 FAX：0595-82-7110   http://kameyama-bunkakaikan.com/ 

預りチケットのご案内  

 ５月２１日(土) ロバの音楽座 コンサートのぼうけん 鈴鹿市文化会館けやきホール 開場１３：３０ 開演１４：００ 

入場料/全席自由 一般(高校生以上)2,500円 親子ペア券 3,500円 子ども(3 歳以上中学生以下)1,500円※2 歳以下入場不可 

●問合せ先 （公財）鈴鹿市文化振興事業団 http://www.s-bunka.net/  ℡ 059-384-7000（特）こどもサポート鈴鹿 ℡ 059-383-1322 

６月１０日(土) 中島美嘉 The ACOUSTIC 2016 三重県文化会館大ホール 開場１８：００ 開演１８：３０ 

入場料/全席指定 6,800円 ※３歳以上有料  ●問合せ先 三重テレビ放送 事業部  ℡ 059-223-3380 

７月２日(土) 川井郁子デビュー１５周年記念 ヴァイオリン・リサイタル 鈴鹿市文化会館けやきホール 開場１３：３０ 開演１４：００ 

入場料/全席指定 一般 3,000 円  ●問合せ先 （公財）鈴鹿市文化振興事業団 http://www.s-bunka.net/  ℡ 059-384-7000 

７月１３日(水) 野村萬斎 狂言の現在２０１６ 鈴鹿市文化会館けやきホール 開場１８：３０ 開演１９：００ 

入場料/全席指定 一般 6,500 円  ●問合せ先 （公財）鈴鹿市文化振興事業団 http://www.s-bunka.net/  ℡ 059-384-7000 

 

http://kameyama-bunkakaikan.com/
http://www.s-bunka.net/
http://www.s-bunka.net/
http://www.s-bunka.net/


 

  

    

６月 １０日(金)   ワンコインコンサート 早稲田桜子コンサート(ヴァイオリン) 大ホール １１:３０～１２：３０ 

           → プロの演奏を 500 円で鑑賞できる企画です。 
 

９月 ３日(土)    亀山演歌祭  神野美伽、山川豊、田川寿美 大ホール  

①１３:３０開演 ②１７：００開演  

          全席指定 5,000 円 6 月 18 日（土）前売開始 
 

９月１９日（月・祝）  優秀映画鑑賞推進事業 日本の名作映画鑑賞会 二十四の瞳 他 
 

１０月 ８日(土)   ＤＲＵＭ ＴＡＯ（和太鼓）コンサート 大ホール 

        18:00 開演予定 全指定席 5,000 円 7月 9 日（土）前売開始 
  

  
LIVE TOUR 016-017 
～おかげさまで 15周年！ 47都道府県 DE カーニバル～  

10月 29日（土）17:00開場 17:30開演 
亀山市文化会館 大ホール 全席指定 ５ , ８ ０ ０ 円 (税込) 
※未就学児は保護者の座席の範囲内で鑑賞。小学生以上はチケットが必要。 

主催・公益財団法人亀山市地域社会振興会 
 

7月 23日(土)前売開始発売初日は窓口販売のみ 

平成２８年度その他の上半期文化会館自主文化事業予定 

◆募集対象 経験不問。演劇やミュージカルに興味のある方。歌や
ダンスが苦手な方でも参加可能。基礎から受講いただけます。 
※レッスンの受講、入団は３歳以上可能。但し、未成年の方は必ず保護者
の方の同意が必要です。 

◆募集内容 

・ワークショップ受講生平成 28 年度生（平成 28 年度内に成果公演有り） 

・劇団員平成 28 年度生（平成 28 年 11月に小ホール公演有り） 
 ※劇団員の方にもレッスンは受講いただきます。 

・スタッフ（公演稽古や公演時のお手伝い等） 

◆レッスン日程 ひと月に二日間程度（主に日曜・祝日に予定） 

平成 28年 6月より開始（後期は、レッスン日以外にも公演練習有り） 

◆レッスン内容 A）芝居（発声、滑舌、イントネーション、表現方法） 

        B）ダンス・殺陣（ストレッチ、リズム、ステップ等） 

        C）歌（発声、譜読み、呼吸法） 

後期は、公演に向けての練習となります。 

※小学 6 年生までのクラス(午前中を予定)と中学生以上のクラス

（午後を予定）で実施予定。 

◆レッスン料 上記 A）B）C）の中から選択。 
１レッスン：7,000 円／一年間、２レッスン：12,000 円／一年間、 
３レッスン：15,000 円／一年間 
 
◇申込・問合せ先 亀山市文化会館(☎0595-82-7111)  

亀山ミュージカル劇団平成 28年度ワークショップ受講生・劇団員募集!! 
現在、亀山ミュージカルではワークショップ平成 28年度生と亀山ミュージカル劇団員平成 28年度生及びスタッフを募集しております。 

舞台などで活躍されている方を講師に迎え、基礎からレッスンをいたします。               助成：（一財）地域創造 

 

 

◆申込方法◆ 

会館でお配りする参加申込書に必要事項を記入の上、７月１２日(火)までに

参加費を(テキスト及び練習用テープ・CD の必要な方はその代金も一緒に)

添えて文化会館までお申込ください(土・日も受付賜ります)。 

第 1 回 ７ 月 ２ ７ 日 （ 水 ） 第 １ ０回 １ ０月 １３日（木）

第 ２ 回 ８ 月 ３ 日 ( 水 ）  第 １ １回 １ ０月 １９日（水）

第 ３ 回 ８ 月 １ ７ 日 （ 水 ）  第 1 ２回 １ ０月 ２７日（木）

第 ４ 回 ８ 月 ２ ５ 日 （ 木 ）   第 1 ３回 １ １月 ９日（水）

第 ５ 回 ９ 月 ７ 日 （ 水 ）  第 1 ４回 １ １月 １6 日（水）

第 ６ 回 ９ 月 １ ５ 日 （ 木 ） 第 1 ５回 １ １月 ２４日（木）

第 ７ 回 ９ 月 ２ １ 日 （ 水 ） 第 1 ６回 １ １月 ３０日（水）

第 ８ 回 ９ 月 ２ ７ 日 （ 火 ） 第 １ ７回 １ ２月 ３日（土）

第 ９ 回 １０月 ５日（水） ﾘﾊ・本番 １ ２月 ４日（日）

練習時間 19：00から 21：00 

■ コンサート開催日/平成 2８年 12月４日（日）14：00開演(予定)  亀山市文化会館大ホール 
■ 演 奏/大阪交響楽団 
■    指 揮/寺岡清高 
■ ソリスト/決定次第お知らせします 
■ 指導者/羽根功二、小林まゆみ 
■ 参加資格/亀山市内及び近隣市町村に在住（在勤）の方 
■ 募集人数/男性 70名程度、女性 120名程度 
■ 参加費/4,000円（入場券 2枚（１枚 500円）を含む） 

別途：テキスト代 600円、 
練習用テープ 1,500円、 
練習用 CD(ﾊﾟｰﾄ別)1,900円(希望者のみ) 

初心者 
大歓迎 

第 35回 さいまつコンサート 第 2部 

「第九」原語（ドイツ語）参加者募集 



 

  

５月行事予定 
【大ホール】                                          ５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 

２１日（土） 
２２日（日） 

第１２回市民文化祭・文化会館フェスタ２０１６ 
～舞台発表の部～ 

亀山市民文化祭実行委員会・ 
（公財）亀山市地域社会振興会 
（亀山市文化会館）・亀山市 

0595-82-7111 １０：００ 自 由 

 

【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（日） 会員の集い 亀山音楽協会 0595-83-3636 １４：００ 関係者 

★ゴールデン ウ ィークふれ あい プラ ン★  

２日（月）～ 
４日（水・祝） 

子ども自由画コンテスト（ロビー） 

（公財）亀山市地域社会振会 

（亀山市文化会館） 
0595-82-7111 

１０：００ 自 由 

３日（火・祝） 親子そば打ち体験 
１回目 ９：３０ 

２回目１３：３０ 

要予約 

（1組 800円） 

４日（水・祝） 
日用品楽器づくり体験 １３：００ 

要予約 

（1人 500円） 

日用品楽器演奏コンサート １３：４０ 自 由 

９日（月） ほほえみショップ (株)ＨｏＨｏｅｍｉ 090-7104-1771 １０：１５ 関係者 

１０日（火） 販売会 薬糧開発（株） 052-369-1636 １０：００ 関係者 

１５日（日） ぴょんちゃんランドセル展示受注会 (株)タケコシ商事 059-352-3334 １０：００ 自 由 

１６日（月） 
２７日（金） 

ウェルネットメンバーズサークル （株）ウェルネット 059-253-8756 １０：００ 関係者 

２３日（月） 初夏の婦人服まつり （株）丸高 075-771-2181 １０：００ 自 由 

２１日（土） 
２２日（日） 

第１２回市民文化祭・文化会館フェスタ 2016 

～作品展示の部～ 

亀山市民文化祭実行委員会・ 
（公財）亀山市地域社会振興会 
（亀山市文化会館）・亀山市 

0595-82-7111 ９：００ 自 由 

２８日（土） 交通安全大会 ・ 歌謡ショー 亀山地区交通安全協会 0595-82-1146 １３：００ 関係者 

２９日（日） 箏合奏勉強会 正派雅楽友会 0595-96-0361 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 

２１日（土） 

市民俳句会 

津川絵理子(「南風」主宰) 

村上 鞆彦(「南風」主宰)を迎えて 

企画：亀山俳句会 0595-82-7111 
１２：３０ 

出句〆切 

会費 

1,000 円 

２２日（日） 詩を楽しむ会 企画：亀山詩の会事務所 0595-82-7111 １３：００ 自 由 
 
※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。 

懐かしのレコード鑑賞会 KAMEREKI 学びぃ～舎 第８回講座 
～美 空 ひば り 特 集 ～  『宮内黙蔵自叙伝を読む（２）』 

誰もが知る昭和の歌姫！  

その名曲の数々をたっぷりとご堪能ください！ 

２回目の今回は明治 24 年～41 年までを解説します。 

※15:00～講座開設一周年を記念し、懐かしい曲のピアノ演奏があります。 

日時：５月２７日(金) 18:30～20:40 日時：2016 年５月１２日(木)13:30～15:30 
会場：コミュニティーCafé ぶんぶん（文化会館内） 会場：コミュニティーCafé ぶんぶん（文化会館内） 
参加費用：\500(飲み物･スイーツ付)申込不要 講師：八木  淳夫先生  

主催：ＫＳＴレコード鑑賞会 参加費用： \500( 飲み物付き ) 申込不要  

「レコード鑑賞会」「KAMEREKI 学びぃ～舎」「つくるぅーわ」お問い合わせ：コミュニティーCafé ぶんぶん TEL0595-82-1222 

 

「市民俳句会 津川絵理子(「南風」主宰)・村上鞆彦(「南風」主宰)を迎えて」 

企画：亀山俳句会 

開催日時等：平成 28 年 5 月 21 日（土）12：30 出句締切（予約不要） 
※初夏の俳句を三句お持ちください。 

会費：1,000 円 

「詩を楽しむ会」           企画：亀山詩の会事務局 
開催日時：平成 28 年 5 月 22 日（日）13：00～ 

詩作品募集：A４ 用紙に、一行当たり 35 文字で 40 行以内 
応募作品点数：一人一点 
応募先：亀山詩の会事務局（〒519-0142 亀山市天神四丁目 7-11（坂倉広美）） 
応募締切：平成 28 年 5 月 10 日（火）必着 

「第 12回亀山市民文化祭・文化会館フェスタ 2016」企画の部（会場：会議室）  参加自由 


