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）

（№.390）

2018.3.11(Sun) 13:00 開演
入場料 1,000 円 (全席自由)
亀山市文化会館大ホール

2018

RebirthouL

Seaboard+

ライブ審査を勝ち上がった 10 組とホストバンド『ひろがり』
昨年度 KMJ 賞の『1010』がゲスト出演!!

うさぎ組

limil

田中建嗣

Y’s concept with すいか

久居交通グループ軽音部

BJP with いろどり

NÜSIC

Calibration

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）、
亀山エコー案内所、青少年研修センター、
フジヤ、鈴鹿ハンター

ゲストバンド １０１０

好評前売中

ホストバンド ひろがり

※出演者等は都合により変更になる場合がございます。
■ 主催：ＫＭＪ実行委員会、レディオキューブ FM 三重、（公財）亀山市地域社会振興会（亀山市文化会館） ■ 後援：NPO 法人亀山音楽協会
■ 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、鈴鹿農業協同組合、亀山商工会議所、亀山急送㈱、
(一社)亀山市観光協会、亀山市

子ども創作ひろば

（親子で参加できます）

日

時： ３月２５日（日）
①10：00～ ②14：00～

マスキングテープアート

場

所： 中央コミュニティセンター（文化会館内）

いろいろなデザインを楽しもう！

定

員： 各回２０名程度

年齢制限： ４歳以上大人まで
参 加 費： ２００円 (1 名)
応募開始： ３月４日(日) 午前９時より受付開始
電話予約可能（℡82－7111）
定員に達し次第締切となります。

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、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。

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

施設利用体験事業

３月４日(日)

体験者募集

亀山市文化会館の設備を安価で気軽に
体験できる日となります。

※音楽教室等の指導としてのご利用はできません。

大ホール

①スタインウェイを
弾いてみませんか！

②大ホール演奏体験

音響反射盤を 設置した 大 ホール
で、スタインウェイの演奏を体験
していただけます。

音響反射盤を 設置した 大 ホール
で、演奏していただけます。（伴奏
等にピアノ使用可）

10:00～15:30

10:00～15:30

(12:00～13:00 は除く)

(12:00～13:00 は除く)

30 分 500 円

30 分 500 円

リハーサル室

③バンド演奏体験

（ピアノ以外の楽器でも演奏体験できます）

リハーサル室で、バンドの演奏を
体験していただけます。ドラムセ
ット、ギターアンプ、ベースアン
プ、スピーカー、マイク利用可・
利用料は参加費に含む）

9:00～16:00 の間で 1 時間単位
各 1,000 円

ビデオカメラ等持ち込み可！空き枠等はお問い合わせください！
亀山市文化会館 ☎0595-82-7111
共催事業

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

（受付時間、９：００～１７:00）

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
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については、後日お知らせします。

作品展示
とき. ５月１９日（土）、２０日（日）
ところ．大ホールロビー及び中央コミュニティセンター
出品点数：何点でも。但し、１点の展示スペースは３０×30cm が基本。
展示場所は主催者にて決定します。
※作品搬入日時については、後日お知らせします。

企画事業
とき. ５月１９日（土）、２０日（日）
ところ. 大ホール
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窓口に設置しております申し込み用紙に必要事項を
記入の上、ご応募ください。
□提出・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

後援事業

主催：三重県ギターマンドリン連盟
問合せ：連盟理事 渥美（090-1830-3609）
連盟理事 町田（090-1865-8257）
後援：亀山市、亀山市教育委員会、亀山市文化会館

３月行事予定
２月１５日現在申請分

【大ホール】
日（曜日)

４日（日）

１１日（日）
１８日（日）

催物名

施設利用体験事業
①スタインウェイを弾いてみませんか！
②大ホール演奏体験
③バンド演奏体験（リハーサル室）

主催者名

電話

開演

入場方法

要申込み
①② ３０分
５００円
③１時間
1,000 円
全席自由
1,000 円

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１０：００

２０１８

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

１３：００

ファミリーフェスティバル

㈱ジェイテクト亀山工場

0595-83-1751

１６：００

関係者

NPO 法人 亀山音楽協会

0595-83-3636

１３：３０

全席自由
５００円

電話

開演

入場方法

KMJ（亀山ミュージックジャンボリー）

２１日 （水 ・祝 ） 音の祭典亀山「吹奏楽の響き」

【中央コミュニティセンター】
日（曜日)

２日（金）
２８日（水）

催物名

主催者名

春の婦人服新作展

㈱丸高

075-771-2181

１０：００

自 由

晴レルヤマルシェ

晴レルヤマルシェ

080-5163-6540

１０：００

自 由

１０日（土）

亀山市地域福祉講演会
ともに支え合い、ともに暮らせる
ふくしのまちをめざして

亀山市
亀山市社会福祉協議会

0595-84-3313

１７日（土）

市民自主運営型事業
第 11 回 元気で楽しく歌いましょう

元気で楽しく歌う会実行委員会

0595-82-7111

１３：３０

２００円

新日本美術㈱

072-623-3014

１０：００

自 由

（公財）亀山市地域社会振興会
（亀山市文化会館）

0595-82-7111

①10：00
②14：00

要申込み
２００円

090-5103-7654

キッチンカー・
ロビーは

６日（火）

２４日（土）～
美術工芸品展示販売
２６日（月）
子ども創作広場
２５日（日）
マスキングテープアート
２９日（水）
３０日（木）

日（曜日)

３日（土）
４日（日）

かめまる実行委員

自 由

自 由

９：３０

催物名
外壁塗装セミナー

２部１４：４０

１０：００

かめまる Level.１２

《かめ》やまに食べ物 雑貨 体験 が
あつ《まる》物産展
【会 議 室 】

１部１３：３０

主催者名
㈱カネックス

電話
080-2631-9401

開演
３日１４：００
４日１０：００

入場方法

自 由

シェア・インターナショナル
052-891-6625 １１：００
自 由
ネットワーク中部
※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。

２４日（土）

ベンジャミン・クレーム シアーター上映会

KAMEREKI 学びぃ～舎
本当にあったヒストリー！

“TANIYAN レコるーわ ”

萩原亜炭鉱山跡を尋ねてみませんか？ 皆様のお好きなＣＤやレコードのお持込で
日時：３月８日(木)１３：３０ぶんぶん集合
移動→萩原地区→ぶんぶんにて談話会→１６：００解散
引率：坂倉広美先生（資料提供）／八木淳夫先生
参加費：￥500（コーヒー代等）
※現地は足場が悪いので登山に適した靴や服装でご参加下さい。
※悪天候の場合は内容を変更させていただきます。
お問合せ：コミュニティ Café ぶんぶん TEL:0595-82-1222

ぶんぶんからのお知らせ

コーヒー片手に楽しみましょう！
日時 ３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

募集させていいただいておりました碁盤・碁石・将棋盤・将棋の駒は予定
数集まりました。ご提供頂いたみなさま誠にありがとうございます。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きます。

