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）

（№.389）

ライブ審査

2018
テープ審査を通過した 20 組

SKYLINE

こんにちはｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ

BJP with いろどり

NÜSIC

Bhutan ＄tar

田中建嗣

2018. 2. 4 SUN 10:00 START
会 場 亀山市文化会館 大ホール
入場料 ５ ０ ０ 円（全自由席）

Youth

Salty Line

RebirthouL

Seaboard+

久居交通グループ軽音部

うさぎ組

Calibration

shock-in

Kill with Red Poison

Y’s Concept with すいか

antelope

チベタン・マスティフ

limil

Yasudon250

※ライブ審査を勝ち上がった 10 バンドが本選へ進みます

★本
チケット前売所

選

2018.3.11

13:00 START
入場料 １ ,０ ０ ０ 円（全自由席）
SUN

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、ローソンチケット、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)

好評前売中

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

①スタインウェイを弾いてみませんか？！
②大ホール楽器演奏体験（楽器不問、ピアノ使用可能）
③バンド演奏体験（ベースアンプ、ギターアンプ等使用可能）
日時：３月４日（日）9:00～16:30【1 枠 30 分・全 13 枠】
参加費：①及び② 500 円（30 分）※一組につき一枠のみ
③1,000 円（1 時間）※一組につき 2 時間まで
申し込み方法：電話（文化会館☎0595-82-7111）受付のみ
受付期間：２月５日(月)9:00 開始
※定員になり次第締め切ります。
※申し込み者本人の利用に限ります。※音楽教室等の指導としてのご利用はできません。

～ご希望の時間を電話でお申し込みください。～
①②は、音響反射板を設置した亀山市文化会館の大ホールで演奏
を体験していただけます。
１）9:00、２）9:30、３）10:00、４）11:30、５）13:00、
６）13:30、７）14:00、８）14:30、９）15:00、１０）15:30、
１１）16:00 （※終了 16:30）
なお、ビデオカメラの持ち込みも可能です。
③はリハーサル室での体験となります。
9:00～16:00 までの間で、一時間単位でのお申し込みとなります。

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

２月行事予定
１月１５日現在申請分

【大ホール】
日（曜日)

１日（木）
８日（木）
１０日（土）

催物名

「雪月花かめやま」合唱練習

主催者名

電話

開演

入場方法

１９：００

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１０日（土）は

関係者

１３：００

４日（日）

KMJ（亀山ミュージックジャンボリー）
ライブ審査

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１０：００

９日（金）

特撰落語会

エイフル企画株式会社

0120-241-052

１３：３０

（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
５００円

１１日（日）

林家たい平独演会

KAMEYAMA 音楽祭
～未来につなげるコンサート～

全席自由
５００円
全席指定
３，０００円

0595-82-7111

１４：００

全席指定
５００円
３歳未満
膝上無料

0595-84-5079

１０：００

入場無料

電話

開演

入場方法

0595-84-5079

１０：００

自 由

亀山市
(事務局：亀山市文化スポーツ室)

0595-84-5079

１０：００

自 由

主催者名

電話

開演

入場方法

0595-83-2880

１７：３０

関係者

みんなのたのしいおんがくかい

１８日（日）

ヘンゼルとグレーテル
スライドコンサート

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

２５日（日）

高梁市との歴史・文化交流

亀山市
(事務局：亀山市文化スポーツ室)

【中央コミュニティセンター】
日（曜日)
１日(木)～
４日（日）
１０日(土)～
１８日（日）

催物名

第１３回亀山市美術展 展覧会
亀山市美術展 特別展

主催者名
亀山市
(事務局：亀山市文化スポーツ室)

【会 議 室 】
日（曜日)

１日（木）

催物名
寒修行

宗教法人 真如苑

要事前申込
詳しくは
主催者まで
※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。

１１日（日）

ろうそくと彫刻のワークショップ

ぶんぶんの手作りタイム

亀山市
(事務局：亀山市文化スポーツ室)

“つくるぅーわ”

◇お子様のすこやかな成長を願って◇

ひな人形を作ってみませんか？
日時：２月１５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）
作品：粘土細工おひな様（ケース入り）
講師：渡辺香里さん
ゲスト演奏：オカリナ B－ｍｏｎ
参加費：￥2,500（材料費・ケーキセットつき）
※要事前申込 受付期間 2/1～2/10 先着１２名様

0595-84-5079

１３：３０

“TANIYAN レコるーわ ”
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 ２月２２日(木)
１３：３０～１５：３０(時間内出入り自由)
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

ぶんぶんからのお知らせ
皆様のご自宅に眠っている碁盤・碁石・将棋盤・将棋の駒
などをご提供頂ける方を募集いたしております。ご提供頂いたものは、市民の皆様で楽しんでいた
だけるよう、今後の企画で活用させていただく予定です。
詳しくはコミュニティ Café ぶんぶん TEL0595-82-1222 ま で

「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

