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）

（№.388）

旧年中はたいへんお世話になりました。
今年も、市民の皆様と力をあわせ、さらに文化力が向上するよう
努力いたします。
これまでとかわらぬ愛顧をよろしくお願いします。
職員一同
平成 30 年元旦

平成２９年度１月～３月行事（主催・共催事業）
１月２1 日（日）
２月４日（日）
２月１１日（日）
２月１８日（日）
３月１１日（日）
３月１７日（土）
３月２１日（水・祝）

『しまじろうコンサート』
『KMJ ライブ審査』
『KAMEYAMA 音楽祭～未来へつなげるコンサート～』
オペラ『ヘンゼルとグレーテル』スライドコンサート
『亀山ミュージックジャンボリー201８』
『元気で楽しく歌いましょう』
音の祭典亀山『吹奏楽の響き』

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
※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

チケット前売所

主催

（公財）亀山市地域社会振興会

主催

KMJ 実行委員会、（公財）亀山市地域社会振興会

主催

（公財）亀山市地域社会振興会

主催

かめやま文化年 2017 実行委員会、（公財）亀山市地域社会振興会

主催

KMJ 実行委員会、（公財）亀山市地域社会振興会

主催

元気で楽しく歌う会、（公財）亀山市地域社会振興会

主催

NPO 法人亀山音楽協会

好評前売中

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)

Kameyama 音楽祭
～未来につなげるコンサート～
雪月花かめやま 合唱参加者追加募集!!
◆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：追加募集 1 月１１日（木）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

≪合唱練習スケジュール≫
会場/大ホール

時間/19:00～21:00
第１回練習

１月１１日(木)

第２回練習

１月１８日(木)

第３回練習

１月２３日(火)

第４回練習

１月３０日(火)

第５回練習

２月 １日(木)

第６回練習

２月 ８日(木)

本番 ２月１１日(日)13:00 開演
(午前にリハーサル)

この公演は、小さなお子様もご鑑賞いただける公演です。演奏中に声などが出たりする場合がありますが、皆様のご理解をお願いいたします。

市民自主運営型事業

第１１回 元気で楽しく歌いましょう！！

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 30 年 3 月１7 日(土)13:30～15:30
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(土)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

■□■□

日

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
YouTube 等にアップロードした場合、削除しないで下さい。

本選開催日 2018.3.11(Sun)亀山市文化会館大ホール
文化会館フェスタ２０１８ 舞台発表者や作品などを募集

■募集期限：３月３１日（土）必着

５月１９日（土）２０日（日）に開催する「文化会館フェスタ２０１８」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２０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１９日（土）、２０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１９日（土）、２０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：ホームページまたは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

KAMEREKI 学びぃ～舎

やさしい地学

講師:大原善男氏
日時１月１１日(木)１３：３０～１５：３０
私たちの住んでいる地盤はいつ頃どのようにしてできたのか?
1500～2000 万年にもさかのぼる大陸との関係・・・。
現代に残る地層群や関連資料、写真などからわかりやすく
お話して頂きます。
会場市民ロビー(ぶんぶん前) 参加費\500 事前申込不要

“TANIYAN レコるーわ”奇数月開催
皆様のお好きなＣＤやレコードのお持込で
コーヒー片手に楽しみましょう！
日時 １月２５日(木)13:30～15:30(時間内出入自由)
会場 コミュニティーCafé ぶんぶん（文化会館内）
参加費 \500(飲み物･スイーツ付) 申込不要

「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

1 月行事予定
１２月１５日現在申請分

【大ホール】
日（曜日)
７日（日）

催物名

主催者名
亀山市教育委員会
生涯学習室

平成３０年成人式

電話

開演

入場方法

0595-84-5057

１４：００

関係者

0595-82-7111

１９：００

関係者
全席指定
2,400 円

１１日（木）
１８日（木）
２３日（火）

「雪月花かめやま」合唱練習

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

２１日（日）

しまじろうコンサート
「しまじろうともりのきかんしゃ」

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１回目
１１：３０
２回目
１４：３０

２７日（土）

生活発表会

社会福祉法人松風福祉会
亀山愛児園

0595-83-1523

９：００

関係者

主催者名
亀山商工会議所

電話
0595-82-1331

開演
１１：００

入場方法
関係者

㈱丸高

075-771-2181

１０：００

自 由

鈴鹿公共職業安定所
（ハローワーク鈴鹿）

059-382-8609

１３：３０

自 由

【中央コミュニティセンター】
日（曜日)
催物名
５日（金） 亀山商工会議所新春賀詞交歓会
８日（月） 京呉服みさき展 初市 帯まつり
９日（火） 婦人服初売
１２日（金）

亀山地域企業就職面接会

１６日（火）
１７日（水）

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

２０日(土)

亀山市美術展 公開審査(日本画)
亀山市美術展 公開審査(写真)

２１日(日)

亀山市美術展 公開審査(洋画)
亀山市美術展 公開審査(彫刻・工芸)
亀山市美術展 公開審査(書)

かめまる実行委員

亀山市
(事務局：亀山市文化スポーツ室)

１０：００
キッチンカー・
090-5103-7654
ロビーは
９：３０
１４：００
１５：３０
0595-84-5079
１０：００
１３：００
１５：００

自 由

自 由

３１日(水)～
亀山市
第１２回亀山市美術展 展覧会
0595-84-5079
１０：００
自 由
２月 ４日 （日 ）
(事務局：亀山市文化スポーツ室)
【会議室】
日（曜日)
催物名
主催者名
電話
開演
入場方法
１６日（火） 寒修行呼びかけ会合
宗教法人 真如苑
0595-83-2880
１７：３０
関係者
３０日（火）
３１日（水） 寒修行
宗教法人 真如苑
0595-83-2880
１７：３０
関係者
２月 １日 （木 ）
３１日（水） ２０１８年新春野村投資セミナー
野村證券株式会社津支店
059-223-2111
１４：００
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。

《 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。

好評前売中
会館発売分
良席有り！

共催事業

2018 年 7 月 27 日(金)
18:15 開場 19:00 開演
全席指定 7,560 円 (税込)
小学生以上の方はチケットが必要となります。
未就学児童のご入場は、膝上鑑賞の範囲内で
他のお客様のご迷惑にならないことを大前提と
させていただきます。

亀山市文化会館大ホール
亀山市文化会館発売分
１月２８日(日)朝９時
(窓口販売のみ)
お一人様 2 枚まで
取扱枚数 100 枚(予定)

