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）

（№.387）

平成 30 年 1 月 21 日(日)
①11:30 開演 ②14:30 開演
亀山市文化会館大ホール
全席指定： 2,400 円

好評前売中

※３歳以上有料、２歳以下１名膝上鑑賞無料。
但し、お席が必要な場合チケット要

かめやま文化年 2017 企画事業

宿場コンサート in 関宿・坂下宿
～クラシック＆オペラの世界へようこそ！～

12 月 16 日（土）14:10 開場 14:30 開演

入場無料

場所：亀山市関文化交流センター（亀山市関町泉ケ丘 1011-1）250 席を予定

12 月 17 日（日）13:40 開場 14:00 開演

※満席の場合はご入場をお
断りする合があります。

場所：鈴鹿馬子唄会館（亀山市関町沓掛 234）150 席を予定
※お車でお越しの方は出来るだけ乗り合わせでお越しください。

～プログラム（予定）～
オペラ『魔笛』より

”夜の女王のアリア”

作曲 モーツアルト

オペラ『蝶々夫人』より

”ある晴れた日に”

作曲 プッチーニ

オペラ「ヘンゼルとグレーテル」より

”眠りの精のアリア”他

出演：伊藤安未、佐波真奈己、★安田未央（ソプラノ）・丸地杏菜（ピアノ）

作曲

フンパーディング

★16 日のみの出演となります。

主催／公益財団法人 亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）
・かめやま文化年 2017 実行委員会
企画／三重県文化会館[指定管理者：公益財団法人 三重県文化振興事業団]
助成／公益財団法人 岡田文化財団・一般財団法人 自治総合センター
東海道ウォーキング（坂下宿）同時開催！
問合せ先／亀山市文化会館 TEL:0595-82-7111

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、

チケットぴあ(しまじろう P コード 637-516)、ローソンチケット(しまじろう L コード 42903)、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)

～みんなの心を音楽でつなげよう～

12 月 3 日（日）14:00 開演
亀山市文化会館大ホール
入場料（全席自由）

500 円

当日券あり

■主催：(公財)亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館）
さいまつコンサート実行委員会
■後援：NPO 法人亀山音楽協会
■チケット発売所：亀山市文化会館、亀山エコー案内所、
NPO 法人亀山音楽協会
■お問い合わせ先：亀山市文化会館 TEL0595－82－711１
第―部

地元音楽団体

出演順
①亀山中学校吹奏楽部
⑤コーラスみずほ
②亀山愛児園
⑥女声合唱団エコ・ソアーベ
③コールみか
⑦混声合唱を楽しむ会
④ベルアンサンブル
⑧亀山少年少女合唱団
■第一部出演者・実行委員合唱
（翼をください） ※都合により変更となる場合があります。
第二部

大阪交響楽団 指揮：寺岡清高

● 大地讃頌
● 歌劇「エグモント」序曲 作曲 ベートーヴェン
● 交響曲 第九番 二短調 作品１２５より
第四楽章『歓喜の歌』(原語) 作曲 ベートーヴェン
独唱
ソプラノ 廣めぐみ
アルト 桝田浩美
テノール 清水徹太郎
バリトン 福嶋勲
合唱 亀山『第九』を歌う会
合唱指導 羽根功二、小林まゆみ、中谷真弓（練習ピアノ）

指揮：寺岡清高

大阪交響楽団

©木村護

©飯島隆

１２月１６日(土) 13：00 開演

亀山に縁のある皆さんの
演奏を聴き合いましょう

亀山市文化会館内
中央コミュニティセンター
参加費 【一
般】 500 円/1 人
【高校生以下】 200 円/1 人
お菓子・ジュース付き

Kameyama 音楽祭
～未来につなげるコンサート～

©木村護

雪月花かめやま 合唱参加者募集!!
◆合唱指導：川島雅樹

◆練習ﾋﾟｱﾉ：福井悠大

◆募集人員：男声（ﾃﾉｰﾙ、ﾊﾞｽ）50 名程度
女声（ｿﾌﾟﾗﾉ、ｱﾙﾄ）100 名程度

～

※募集期間中でも、定員になり次第募集を終了する場合がございます。

◆参加資格：亀山市または近郊在住または在勤・在学の方。ま
た、右記の練習に概ね参加出来る方。
◆参加費：無料（※ただし、参加者お１人様につき 2,000 円分の
入場券をご購入いただきます）また、初めての方は
テキスト代金（1,000 円）を自己負担していただきます。

◆募集期間：1２月２７日（水）まで
お申込み・お問い合わせは
亀山市文化会館 TEL0595-82-7111 まで

本選の様子は、ZTV
特番で放送されます！

■□■□ 日

本選開催日

2018.3.11(Sun)
亀山市文化会館大ホール

程 ■□■□

1 月 1２日（金）応募締切 (１７時必着)
2 月 ４日(日)ライブ審査（テープ審査を通過した２０バンド）
3 月 1１日(日)本
選（ライブ審査を通過した１０バンド）
応募用紙と映像を亀山市文化会館までご提出ください。
映像はアップロードした URL をお送りいただいても OK
メールの場合 kamebun@za.ztv.ne.jp

動画投稿サイトからの応募もＯＫ!!
YouTube 等にアップロードした動画の URL と応募用紙をメールまたは郵送でお送りください。
郵送等で応募する際は、検索ワードも併せてご記入ください。必ず URL や検索ワードが有効か確認して下さい。
従来通り、DVD やビデオをお送りいただいても OK です。

12 月行事予定
１１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

３日（日）

第３６回さいまつコンサート

（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
５００円

９日（土）

みずきが丘道伯幼稚園 お遊戯会

学校法人古市学園
みずきが丘道伯幼稚園

0595-84-0220

９：００

関係者

090-3425-7881

１３：００

入場無料

0595-82-6108

９：１０

入場無料

電話

開演

入場方法

１０日（日）

あなたに届けるメッセージ

H29・クリスマス・
チャリティーカラオケ大会
【中央コミュニティセンター】

１７日（日）
日（曜日)

W・N・P(ワンニャンプロジェクト)

人との共生

デアイーナ企画

催物名

主催者名

５日（火）

お陽さまマルシェ

お陽さまマルシェ

080-5163-6540

１０：００

自 由

５日（火）

第１回人権の大切さを考える集い
「ハートフル広場」

人権の大切さを考える会
実行委員会

0595-82-0612

１８：３０

自 由

１０日（日）

亀山市吹奏楽団
クリスマス募 金 スペシャルコンサート２０１７

亀山市吹奏楽団

１４：００

自 由

１７日（日）

ピアノ発表会

かめやまミュージックスタジオ

１３：００

関係者

亀山ミュージックパーティー（KMP）

KMP 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

１３:００

全席自由
一般 500 円、
高校生以下
200 円

090-5103-7654

キッチンカー・
ロビーは

１６日（土）

２６日（火）
２７日（水）

(問）亀山市吹奏楽団
ホームページまで

090-2315-0452

１０：００

かめまる Level.９
《かめ》やまに食べ物 雑貨 体験 が
あつ《まる》物産展

かめまる実行委員

自 由

９：３０

※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。

《 年 末 年 始 休 館 日 のおしらせ 》
文化会館は２０１７年１２月２９日（金）～２０１８年１月３日（水）の期間中は休館とさせて頂きます。

ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ”

〓お正月の準備を始めましょう!!〓
第 1 弾! 粘土で干支・犬の置物作り
12 月 7 日(木) ①13:30～ ②15：00～
申込要 先着各 10 名様ご希望の時間でお申し込み下さい！
粘土講師：渡辺香里先生出来上がりサイズ７～８cm ケース付き
参加費：\1,300(材料費、ドリンク代) ※持ち物不要
第2弾! 本格的な松竹梅寄せ植え作り
12 月 14 日(木) 13:30～
申込要 先着 20 名様 12 月 7 日(木)締め切り
講師：藤川裕典氏
参加費：\4,300(鉢付き材料費、ドリンク代)※持ち物不要
お申込・お問合せ：コミュニティーCafé ぶんぶん TEL 0595-82-1222
または、亀山市文化会館 TEL 0595-82-7111

1 月の予告

「やさしい地学」講師:大原善男氏

懐かしのレコード鑑賞会
☆年忘れ！懐かしのメロディー集☆
懐かしのメロディーと共に今年を振り返りましょう♪
日時：１２月２２日(金)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
ン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

KAMEREKI 学びぃ～舎

日時 1／12 木曜日 13:30～15:30

会場ぶんぶん喫茶ルーム

参加費￥500(資料、飲み物代）

「レコード鑑賞会」「KAMEREKI 学びぃ～舎」「つくるぅーわ」「ＴＡＮＩＹＡＮレコるーわ」
各お問い合わせは コミュニティーCafé ぶんぶん TEL0595-82-1222 まで
喫茶休業日でも転送されますので、７コール以上お待ちください。お急ぎの場合は、亀山市文化会館 TEL0595-82-7111 まで

