亀山市文化会館・亀山市中央コミュニティセンター

月中旬号

（指定管理者：公益財団法人亀山市地域社会振興会）

（№.381）

【大ホール】～舞台発表の部・企画の部～ ・5/21(日)10:00 開演
【コミュニティセンター他】～展示の部～ ・5/20（土）9:00～17:00 ・5/21（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～・5/20（土）『市民俳句会』12：30 出句締切・5/21（日）『詩を楽しむ会』13:00～ ※詳しくは裏面をご覧ください。

５/２１(日)
１０：００舞台発表の部

正派浜田社中
♪沖縄の童唄による組曲

亀山レク・フォークダンス
サークル
♪テネシーワルツ 他

琴修会

下庄弥生会・琴修会

♪見上げてごらん夜の星を 他

♪大阪しぐれ 他

正派雅楽友会
♪秋の組曲より 祭の宵

他

内田流 寿好会
♪貴船の宿 他

MAKK
♪小さな木の実

Liberty（リバティー）

寿梢会

亀山民話を語る会
「山ゆり」

亀山民話を語る会
「ことり」

ささぎつね

鈴鹿峠の山賊とハチ

他

亀老連フォークダンス

しょうぶの会・柳栄会

三重県太極拳協会

♪五月のバラ 他

♪千曲川、♪隅田川ぞめき 他

井田川教室
陳式十八式 他

亀山市ハーモニカ

元気クラブ

♪青い山脈 他

廣田武司

3B 体操「和気・あいあい」

♪禁じられた遊び 他

みんなが英雄 他

コーラスアンサンブル

♪恋 他

♪ごきぶり五郎伝 他

チロル

ヒップホップ

♪風流水景色

他

親子コーラス隊

molto molto animato！

♪イギリス民謡 ロングロングアゴー

他

コールみか

藤間流 勘志陽会

川崎瀧進絵会

亀山キロハナ

♪若葉 他

♪紅花慕情 他

♪秋田おばこ音頭 他

♪アフリリ 他

ミルフィーユ

HINAKANA DUO らくらくピアノ亀山
♪川の流れのように 他
♪テネシーワルツ 他

晄明流剣詩舞治晄舘

♪松竹梅

他

灯おどり保存会
♪亀山音頭

勘栄会

ポケットアンサンブル

♪雪月花

♪早春賦 他

津高校音楽部
♪君が君に歌う歌 他

正調鈴鹿馬子唄
保存会
♪正調鈴鹿馬子唄

「春風」

エコ・ソアーベ

女声合唱団

♪親知らず子知らず

ラウレア
♪That’s The Hawaiian In Me 他

企画発表の部 亀山軽音楽サークル(K-LMC)
※詳細は裏面をご覧ください。

DAI-ICHI
バレエスクール
♪ロシアの踊り 他

※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。

M.D.S
♪LOVE MORE

他

他

文化会館フェスタ２０１７

～展示の部～

文学（俳句）

亀山盆栽会

題 「水」
（春～初夏）
井崎久美子、伊藤宣之、伊東梅子、
岩間紀美子、岩間峰子、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、
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、服田ひろ子、樋口多美子、
平川光子、前田照子、松尾睦月、
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、草川和子、岩田光代

伊藤宣敬、上田修三、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、
保村元雄、山中正好、渡辺 完、宮村政也

表千家 亀山会（20 日）
裏千家 茶道三重北支部

（21 日）10 時-15 時
岩佐良子、安藤久美子、安藤美知子、岡本通子、笠井 博、
北沢尚大、小松 清、田中季美枝、寺山敏子、増地陽子、山川綾子、
山崎ゆかり、服田弘子、野間節子、渡辺マキ子

亀山詩の会
桐山 勧、しおん、原 君子、矢野陽子、波田揺人 一般参加者

亀山川柳会
河合恵美子、伊藤忠昭、片岡清香、永島み志子、近藤映彩、竹島 晃、加藤吉一、橋倉久美子、北田のりこ、
丹川 修、高嶋征二郎、坂倉広美、瀬川愛子、宮村峰子、勝田五百子、山口勝美、松上 孝、杉本 満、
小原 進、落合洋子、杉田あい子 一般参加者

写真「レインボー会」

写真サークル「にぎりめし」 写真サークル「どんぐり」

稲森隆生「神楽」
岡田昭重「ひととき」
落合弘明「晩秋の四季桜」
落合義昭「初冬屈斜路湖の流水」
笠井俊夫「冬景色」
黒田 尚「碧い湖と白樺」
滝本洋一「マウス」
滝本麻須美「夏色の季節」
田中晴生「春色」
西川喜賀「かんこの舞」
不破為和「どちらへ」
村田芳男「涼」
森崎 進「ゆりの楽園」
山川誓一郎「荒海に湧く虹」

伊藤晴通「香りに誘われて」
櫻井正子「遊泳」
櫻井信也「雨上り」
安藤久美子「湖染まる」
村山幹生「落葉」
松井 太「散歩」

石山会
中尾公子「道元禅士詩」
中嶋千絵「宮沢賢治 絶句二首」
清水宣夫「みつを詩」
桜井 昇「百卉万菲」
小坂 一「万里無十草」
原久美子「心華」
坂口勝信「華」
平田英也「王維詩」
宮川純子「鳥」

木下講座 (パッチワーク)
「バッグ・タペストリー・小物」
大泉順子、上林優子、豊田ミツ子、
中沢より子、福島直子、山本公代

表装サークル
宮崎祐史、原 和弘、井田滋子、
菅 眞伃、福永時治、高知宣子、
中尾千枝美、田中 香、松浦裕子

伊藤宗和「夏雲の湧く頃」
伊藤 隆「ダム湖の情景」
谷

明「おひろめ屋」

豊田康文「野鳥」
平野 武「ちょっと休憩」
藤川祐典「春の日」
藤崎善教「湿原」

「ＳＨＩＲＯ」
髙士章和「バラ」
斎藤政子「ゆり」
橘 喜代美「花」
纐纈エツ子「ピエロ」
服部祥代「風景」
所

啓子「風景」

書道愛好会

村田円莉子「ひまわり」

中林順子、松井きよ子、岡村ちづ、
早川ヤスエ、草深敬子、片岡千尋

寺山敏子「花」

楽書の会 (書)
島 八郎、小林繁子、伊藤トシ子、
川浦友紀、一見雅子、田中 香、
小原 進、中崎吉子、川戸三千子、
丸橋 勲、岩間悦子、河村美鈴、
小倉芳美

亀山文化資産研究会
活動写真パネル
中浦豊子、新開悟弘、伊達光信、
中浦達也、中 宝司、寺本武司、
森 美香子、渥美喜己、今枝敏男、
田上禎勇、見取貞義、中島巨樹

陶芸Ａサークル
近藤義則「壺」
、野間 章「壺」
、小倉一子「花器」、佐野孝子「人形」、中西幸子「花器」、西川るみ子「かぶと」
、
小坂洋子「花器」
、江藤洋子「器」
、黒崎幹夫「壺」
、上田 忠「大壺」、小坂健介「大鉢」
、先崎和子「花器」
、
早川桂子「人形」
、宮武 宏「ぐい呑」
、大村勝郎「花器」
、中嶋千絵「絵皿」
、柴田みや子「壺」

陶芸Ｂサークル

行燈・花器・カブト

平野信夫、谷口嘉子、佐野つや子、真崎千代子、豊田信子、長谷川貴美子、中根鈴子、松尾敬一、笹尾もと子

陶芸Ｃサークル

花器・器ほか

安藤尚子、今井正寿、川瀬千晶、草川千賀、佐藤暉隆、三治弓子、志賀澄子、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、山内和代、村田かほり、田所正敏

レザー教室

すずらん

長島節子「トートバッグ」
伊澤勝彦「ブックカバー」
福島直子「ショルダーバッグ」
早川桂子「ボストンバッグ」
桜井照子「手提げカバン」
川尻みさ子「額」
西川るみ子「兜」

レザークラフト

ぴゅあ

青井万里子「トートバック」
中島みち子「長サイフ」
尾﨑暁子「ショルダーバッグ」
伊藤光代「ショルダーバッグ」
加藤ひさ子「こもの」
西村芙美子「こもの」
川尻みさ子「額」

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

和紙のちぎり絵 亀和の会
伊達良子「バラ」
駒田嘉子「藤の花」
竹内美和子「おひなさま」
服部博子「梅に万年青」
西川てる子「朝顔」

ちぎり絵 亀山教室
近澤八千代「コスモス」
吉川しげ子「ねぶた」
吉川晶子「春」
堤つや子「紫陽」
臼井勝子「ツバメ」
伊藤淳子「桜」
伴貞子「卓上の静物」
田中みなえ「風になって」
前川美奈子「游」「黄色の花」

スケッチ

Syou

山口登喜子「関宿」
「人形」
松本蓉子「カマスの干物」
「花」
前田友恵「静寂」「花と」
廣田まり子「河内渓谷の淵」「カサブランカ」
スケッチサークル 水章会 廣田武司「鈴鹿のまち」「もみじ」
馬場博子「山門」「あじ」
宮野孝子、藤谷裕之、日當優子、
服部祥代「関宿」「浜島港」
山尾静子、片岡きみ子、
櫻井正登志、井上みち子
所啓子「シンピジューム」
「貝殻」
高島隆子「ひまわり」「えび」
絵手紙サークル さくら
江藤ヤス子「秋の大矢田神社」
「関宿」
伊東 米、村山聖名子、桜井知子、
井上みさよ「花」
吉川佳子、宮崎道子、森川さえ子、
髙士章和
森下尚子、植田栄子、桜井由美子、
佐藤美穂子

絵手紙「感動」

絵手紙サークル 〝そよ風〟

井上みさよ、大石和子、葛西静枝、
浅野由美、井上みち子、倉田信雄、 木下生江、黒田はま子、小林雅子、
倉田凉子、小坂洋子、長岡松子、
佐脇ゆずる、中川恵美子、松本清子、
服部清子、村山富美子
松本美登子、羽尻美代子

北東ちぎり絵サークル
南部智恵「宇治橋」
濱田佐智子「あじさいの里」
葛西ひなゑ「白樺のある湖畔」
古籏時子「夢花」
落合洋子「白木蓮」
伊藤幸子「遠野の討」
伊藤峯子「越前岬」
国分妙子「オスカル君」
西村房子「秋桜の里」
伊藤和子「水引き」

れんげの会（俳画）
石山純子「蕗の薹」
岩間峯子「鶏」
岩間紀美子「春蘭」
小阪康弘「達磨」
前田とみ代「蓮華草」
豊田和子「山吹」

スケッチサークル 章和
浦野貴志子、大道裕子、
川辺隆子、浅野由美、
服部清子、小坂洋子、
長岡松子、渡辺美和、
田中すま子、斎藤政子、
橘喜代美、髙士章和

絵手紙「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

絵手紙

安寿

伊藤美枝子、上田せつ、
大道裕子、斉藤みき子、
佐野千鶴子、豊田陽子、
森川孝子、森川みよ子、
若林智香子、髙士章和

※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。

企画の部

亀山軽音楽サークル(K-LMC)

※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。

B-mon

Club Phuman

J.J

マポー

２０日(土)

貢妓会

Eclipse

legend

『ペーパーアート(ピーターパン)』
企画：かみきりむしの会
会場：大ホール２F ロビー
定員：20 名【要予約】
予約先：亀山市文化会館
TEL:0595-82-7111

『市民俳句会』(予約不要)
企画：亀山俳句会
会場：会議室
12:30 出句締切 ※当季雑詠三句

２１日(日)
『詩を楽しむ会』

企画：亀山詩の会
会場：会議室
とき：13:00 受付 13:30 開会
資料代：100 円

第３６回 さいまつコンサート 第２部

「第九」原語（ドイツ語）参加者募集中
開催日/平成２９年１２月３日（日）１４：００開演(予定)
会場/亀山市文化会館大ホール※詳しくは亀山市文化会館またはＨＰをご覧下さい

初心者
大歓迎！
パートに分かれて
基礎から指導

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 29 年 5 月 21 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/

