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：公益財団法人亀山市地域社会振興会）

（№.377）

２０１７年２月２５日(土)
１３：３０開場

１４：００開演

亀山市文化会館大ホール

ＤＵＯ
ＣＯＮＣＥＲＴ
音楽の宝箱 ～幻想への誘い～

（全自由席）一
般
中学生以下

５００円
無料（要整理券）

※未就学児入場不可

好評前売中

「音楽の宝箱」とは
まずは、このコンサートで浜まゆみさんのマリンバと新居
由佳梨さんのピアノ生演奏をじっくり聴いてください。
心に響いた曲のイメージを記憶(記録)にとどめ、さらにその
曲のことをもっと知ることで、
「お気に入りの曲=たから物」
を作ってください。このコンサートには演奏した曲が「たか
ら物」になるような“しかけ”があります。どうぞお楽しみ
にご来場してください。このコンサートを「お気に入りの曲=
たから物」を持つきっかけにしていただければ幸いです。
©ミューズエンターテインメント
共催：一般財団法人 地域創造 制作協力：一般財団法人 日本クラシック音楽事業協会 後援：亀山音楽協会
助成：公益財団法人 岡田文化財団

平成 28 年度『亀山ミュージカル ワークショップ成果発表公演』
2017 年 2 月 19 日(日)

助成：一般財団法人 地域創造

亀山市文化会館大ホール
14:00 開演
入場料:無料･全自由席
総合プロデュース：小嶋希恵
演出・芝居、歌指導：和泉佑三子

♪シーズンズオブラブ
♪翼をください
♪ミュージカル曲メドレー
♪キャリオカ
『ロミオ&ジュリエット』他

演出・振付・ダンス指導：坂下智香代

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)、
青少年研修センター、フジヤ、亀山市観光協会、亀山エコー案内所、鈴鹿ハンター、みどり楽器、
(公財)鈴鹿市文化振興事業団(鈴鹿市文化会館内)、ＪＡ津安芸芸濃支店、
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/）
※催物によっては、上記全ての前売所で発売しない場合がございます。ご確認は亀山市文化会館まで。
〒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 TEL0595-82-7111, 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)

入場料

エムレイ

中山大之

two-lien

５ ０ ０ 円（全自由席）

久居交通グループ軽音楽部

Blue Curacao

NEO-LINE

わたる

antelope

Peter Blackmore

Seaboard24
えくぼちゃん
るーびっく
TIRASIZUSI
本選の様子は、ZTV（ケーブルテレビ）特番で放送されます！

シャイバンド

■主催：KMJ 実行委員会、公益財団法人亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）、レディオキューブ FM 三重
■後援：亀山音楽協会
■協賛：㈱ZTV、
、タートルワークアウト、リケンテクノス㈱三重工場、㈱安全、亀山急送㈱、
鈴鹿農業協同組合、亀山商工会議所、亀山急送㈱、亀山市観光協会、亀山市

Salty Line

市民自主運営型事業

Mai
1010
元気で楽しく歌いましょう！！

AYUKA ソフィー

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、元気に楽しく歌いましょう。
主 催
日 時
会 場
参加費
申込先

元気で楽しく歌う会実行委員会
平成 2９年 3 月１８日(土)13:30～15:30 (予定)
亀山市中央コミュニティセンター（文化会館内）
200 円（当日受付へ）
3 月 10 日(金)までに文化会館まで 氏名と電話番号をお知らせください。
（電話・FAX・E メールでの申し込み可能）
TEL：0595-82-7111 FAX：82-7110 Email:kamebun@za.ztv.ne.jp

子ども創作広場「缶バッチを作ろう！」
自分で絵を描いて自分だけのステキな缶バッチをつくりましょう。
日

時

場 所
定 員
参加者
制作費

２０１７年３月２０日（月・祝日）
午前の部
１０時００分～１１時３０分
午後の部
１３時３０分～１５時００分
中央コミュニティセンター(亀山市文化会館内)
それぞれ２０名～２５名
家族で参加も可 子どもだけでの参加も可（年長～）
缶バッチ１個につき１００円（当日徴収）

2/5(日)
9:00 より受付開始
℡ 0595-82-7111
亀山市文化会館まで
講師

子ども絵画教室アトリエ・エピ
森 敏子・森 健太郎
アシスタントの講師他２名

文化会館フェスタ 2017 舞台発表者や作品などを募集

■募集期限：３月３１日（金）必着

5 月 2０日（土）2１日（日）に開催する「文化会館フェスタ 201７」の舞台発表者や作品など募集します。

舞台発表

作品展示

企画事業

とき. 5 月 21 日（日）
ところ．大ホール
発表時間：歌・楽器、7 分程度、舞踊な
ど、10 分（入退場の時間を含む）
※リハーサル日時などは、後日お知らせします。

とき. 5 月 20 日（土）、2１日（日）
ところ．大ホールロビー
中央コミュニティセンター
出品点数：何点でも
※作品搬入日時などは、後日お知らせします。

とき. 5 月 20 日（土）、21 日（日）
一つの事業として文化的な企画事業
を募集します。
発表時間：１～２時間（内容による）
※リハーサル日時などは、後日お知らせします。

■応募方法：文化会館にある申し込み用紙に必要事項を記入の上、ご応募ください。
□問い合わせ先 亀山市文化会館(TEL0595-82-7111) 亀山市東御幸町６３番地

※昨年度まで「市民文化祭・文化会館フェスタ」として開催していましたが、平成２９年度から、「文化会館フェスタ」となります。

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

１２日（日）

ＫＭＪ（亀山ミュージックジャンボリー）２０１７
ライブ審査

ＫＭＪ実行委員会
(公財)亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１０：００

全席自由
500 円

１９日（日）

亀山ミュージカル
ワークショップ成果発表公演

亀山ミュージカル劇団
(公財)亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１４：００

全席自由
無 料

マリンバ ピ ア ノ

２５日（土）

浜まゆみ・新居由佳梨 ＤＵＯ ＣＯＮＣＥＲＴ

音楽の宝箱

～幻想への誘い～

(公財)亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１４：００

全席自由
一般 500 円
中学生以下無料
※未就学児入場不可

【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

３日(金) お陽さまマルシェ

お陽さまマルシェ

090-6574-3336

１０：００

５日(日) ♪ピアノで楽しく♪わくわくコンサート

宮井美歌子 森岡和美
廣田静江 中世古友子

0595-82-5953

１３：３０

全席自由
無 料

１０日(金) ツインクル 恵みの会と体操教室

(株)ツインクル

080-3355-8598

１０：００

関係者

１３日（月）
２８日（火）

ツインクル 友の会

(株)ツインクル

090-6467-1374

１０：００

関係者

１４日（火）
２５日（土）

ほほえみショップ

(株)ＨｏＨｏｅｍｉ

090-3717-8874

１０：１５

関係者

１５日（水）
１６日（木）

呉服、婦人服（バーゲン）販売会

（株）丸高

075-771-2181

１０：００

自

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

090-9934-6114

１３：００

関係者

１９日(日) 鈴鹿川お魚シンポジウム

鈴鹿川お魚シンポジウム
実行委員会

090-4233-5695

１３：００

自

(株)クローバー

059-383-3660

１０：００

関係者

電話

開演

入場方法

0595-83-2880

１９：３０

関係者

090-9934-6114

９：００

関係者

２８日（火）

㈱クローバー会員様の集い

自

由

由

由

【会議室】
日（曜日)

催物名

１日(水) ２０１７年寒修行
１８日(土) 中勢地区郵便局長会 通常総会

主催者名

宗教法人

真如苑

中勢地区郵便局長会

※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 によるもの、本 番 同 月 内 の練 習 など掲 載 されていないもの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

◇花 の中 三 トリオ特 集 ◇
☆森昌子・桜田淳子・山口百恵☆
７０年代に一世を風靡した“みんなのアイドル”を特集します♪

日時：２月２３日(木) １８：３０～２０：４0
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
主催：ＫＳＴレコード鑑賞会
※レコード鑑賞会では現在、レコードのクリーニングに
ご協力いただけるボラティアの方を募集しております。
詳しくはコミュニティーCafé ぶんぶん（TEL0595-82-1222）まで

ぶんぶんの手作りタイム“ つくるぅーわ ”
☆エコクラフト(バスケット)作 り※初 心 者 コース☆
日時：２月１６日（木）、２３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）
内容：ストライプ×単色(紺・ｸﾞﾘｰﾝ・茶・ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰから 1 色)
ティッシュケースサイズ、リボン付き
参加費：\８00(材料費・飲み物代)※要事前申込
各日１5 名様 2/10 締め切り
特別ゲスト：オカリナＢ－ｍｏｎ（16 日のみ 15:00～演奏）
問合先：コミュ ニテ ィー Ca f é ぶ んぶ ん T EL 0 5 9 5- 8 2 - 1 2 2 2
または亀 山 市 文 化 会 館 TEL0595-82-７１１１

「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

