
 

  

 

 

５月３日～５月５日  子ども自由画コンテスト   

５月３日(木・祝)   親子向けワークショップ（Face・Face・Face（仮））、 

オリジナル小物作り 

５月４日(金・祝)   親子そば打ち体験   

            
          

５月１９～２０日     文化会館フェスタ２０１８ （詳しくは 5 月号にて掲載予定） 
  （土・日）        → 市民の自主企画、発表の場を設けます。舞台発表・展示・企画事業に分かれ開催。 

 

７月 １６日(月・祝)  由紀さおり・安田祥子 コンサート～童謡１００年～ 
                  →童謡が生まれて 100 年のこの年に由紀さおり・安田祥子姉妹から次の世代へバトンタッチ 

するコンサートです。 ５月１３日 前売開始予定。 
 

７月 ２１日(土）      第３２回"若い芽"のコンサート 
             → 音楽を学びこれから世に羽ばたこうとする人たちのコンサートです。 
 
 ８月 １２日(日)      ニューミュージック系コンサート（情報公開解禁後発表します） 
              
８月 日程調整中   子ども創作ひろば 

                   
９月  ２日(日）      演歌 市川由紀乃コンサート  → ６月９日 前売開始予定。 ２回公演。 

 
９月 １６日(日）      劇団むすび座 アラビアンナイト  → ７月７日 前売開始予定。 

 
９月 日程調整中   優秀映画鑑賞推進事業 

 
１０月日程調整中     講演会(予定) 
 
１２月 ２日(日）       第３７回さいまつコンサート 

  
１２月日程調整中     亀山ミュージックパーティー 

            
２月 １０日(日）    亀山ミュージックジャンボリー２０１９ ライブ審査 

 

３月 １０日(日）    亀山ミュージックジャンボリー２０１９  
           → アマチュアバンドの祭典 公募・テープ審査、ライブ審査を経て本番を実施  
 

 

その他、吉本新喜劇、ワンコインコンサート等計画中。詳細が決定次第お知らせします。 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀山市文化会館・亀山市中央コミュニティセンター 
（指定管理者：公益財団法人亀山市地域社会振興会） 
 

月号 
（№.391） 

 

 

ＧＷふれあいプランについては中面をご参照ください。 

“若い芽”出演者募集します、詳しくは中面にて 

（詳細はホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください） 
４月時点での予定となっていますので、都合により変更になる場合がございます。 

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）、チケットぴあ、ローソンチケット、青少年研修センター、

フジヤ、亀山市観光協会、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) 

 

 

http://www3.center-mie.or.jp/tickets/
http://kameyama-bunkakaikan.com/


 

  

  

■子ども自由画コンテスト  予約不要、何も持たずに文化会館へ足を運ぶだけ！ 

■参加期間（提出期間）：5月 3日(木・祝)から 5月５日（土・祝）まで（１０：００～１６：００） 
■ところ：亀山市文化会館ロビー（提出のみの方は、１階・会館事務所まで作品をお持ちください。） 
■対象：幼稚園児、保育園児、小学生、中学生■テーマ：自由（何の絵でもかまいません、自由にどうぞ！） 
■用紙サイズ：四つ切りサイズまたは八つ切りサイズ（文化会館で描かれる場合は、紙は文化会館で準備いたします） 
  
■親子向けワークショップ（Face・Face・Face（仮））要予約 

色んな材料を使って顔をつくってみよう！親子で、お友だち同士で、大人だけでも参加可能です。 

■とき：５月３日（木・祝） 
午前の部１０時～  午後の部１３時～（予定）各回定員 20名ずつ。 

■ところ：中央コミュニティセンター（亀山市文化会館内） 
■参加費：お一人様 / 100円～200円 
 

■オリジナル小物作り 要予約 
タイルを自由に貼って、オリジナルの小物を作ってみよう。 

■とき：５月３日（木・祝） 
午前の部１０時～１２時  午後の部１３時～１５時  各回定員３０名ずつ。 

■ところ：中央コミュニティセンター（亀山市文化会館内） 
■参加費：A-200円  B-300円  C-500円 (小物の大きさとタイルの数で材料費が異なりますので、お好きなものをお選びください) 

 

■親子そば打ち体験 要予約 ■講師：北沢立男 
親子でそば打ちにチャレンジしてみませんか！打ったそばは食べていただけます。 

■とき：５月４日（金・祝）１回目９:３０～ ２回目１３:３０～(予定)  

■ところ：中央コミュニティセンター（亀山市文化会館内） 
■定員：１回目親子６組、２回目親子６組（小学生以上参加可能）■参加費：材料費として８００円（１組） 
 

 
  

 

 

5 月 13 日(日)前売開始 

 

※要予約の上記イベントへのお申し込みは、平成 30年 4月 5日（木）午前 9:00受付開始。定員になり次第受付終了。 

お申し込み先/電話：0595-82-7111（亀山市文化会館） 



 

  

 
  

 

≪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。 
■ 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（1 組）様 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）。 
■ 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３０年 5 月 2０日（日）午後 5 時(※時間厳守)までにご提出ください。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/ 

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 

後援事業 

出演者募集! 

『文化会館フェスタ２０１８』内、「第 6回 詩を楽しむ会」作品募集！ ！ 企画：亀山詩の会 
平成３０年５月２０日に開催します「第６回詩を楽しむ会」では作品を募集しております。 
対 象 者小学生以上 
応募要項一人一遍。内容自由。Ａ４用紙使用で縦書き・横書き自由、文頭に題名・作者名(３行以内)を 
明記し、一行あたり３５文字、本文４０行以内で詩を作成してください。 
申込方法別紙に郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記の上、作品とともに「亀山詩の会」事務局 
（〒519-0142亀山市天神 4-7-11 「亀山詩の会」事務局 桐山 勧(坂倉広美)）へ郵送してください。 
募集期限５月９日(水)必着 問合せ先「亀山詩の会」事務局（坂倉☎0595-82-1901） 

2018年 4月 8日(日) 

開演 13:30(開場 13:00) 

場所：亀山市文化会館内 中央コミュニティセンター 

一   般： (前売) 1,500円 

          (当日) 2,000円 

高校生以下： (前売)  500円 

          (当日)  800円 

※チケットをお求めは亀山市文化会館、または連盟関係者に問

い合わせください。 

入
場
料 

ピアノ弾き込みボランティア募集！       ４月７日(土)午前 9:00～一般受付開始 

※定員になり次第受付を終了いたします。 

４月２９日（日） ピアノ庫での弾き込みになります。   

弾き込み時間：1 名 1 時間 

対象ピアノ：ヤマハＣＦⅢ、スタインウェイ 

① 9:00～ ②10:00～ ③11:00～  

④13:00～ ⑤14:00～ ⑥15:00～ ⑦16:00～ 

当会館では、ピアノ弾き込みボランティア
の登録者を継続して募集しております。 
 
申込み方法文化会館までお電話にてお申し
込みください。 
電話番号(0595-82-7111) 

 

http://kameyama-bunkakaikan.com/


 

  

 

４月行事予定 
【大ホール】                                            ３月１５日現在申請分 

日（曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

２１日（土） PHAT DANCE STUDIO 23 UNIT Special PHAT DANCE STUDIO 059-373-6768 １６：３０ 
全席自由 
前売 2,500 円 
当日 3,000 円 

２９日（日） ピアノ弾き込みボランティア 
（公財）亀山市地域社会振興会 

（亀山市文化会館） 
0595-82-7111 ９：００ 要申込 

【中央コミュニティセンター】 
日（曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

１日（日） ～ピアノで楽しく～わくわくコンサート 宮井美歌子・森岡和美・廣田静江 0595-82-5953 １３：３０ 自 由 

７日（土） ぴょんちゃんランドセル展示受注会 ㈱タケコシ商事 059-352-3334 １０：００ 自 由 

８日（日） マリオネット ｉｎ 亀山 Vol.２ 三重県ギターマンドリン連盟 090-1830-3609 １３：３０ 

全席自由 
一 般 

前売 1,500 円 

当日 2,000 円 

高校生以下 
前売 500 円 

当日 800 円 

１６日（月） 春の婦人服 ㈱丸高 075-771-2181 １０：００ 自 由 

２４日（火） 

２５日（水） 

かめまる Level.１３ 

《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 090-5103-7654 

１０：００ 
キッチンカー・ 
ロビーは 

９：３０ 

自 由 

２７日（金） ウィッグ（かつら）展示即売会 ㈱ユキ 052-459-7030 １０：００ 自 由 

２９日（日） K-LMC コンサート K-LMC（亀山軽音楽サークル） 090-3855-3462 １２：３０ 自 由 
 

【 会 議 室 】  
日（曜日) 催物名 主催者名 電話 開演 入場方法 

７日（土） 
塗り替えセミナー （一社）市民講座運営委員会 0120-689-419 

7 日１３：００ 
自 由 

１４日（土） 14 日 ９：００ 
※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。 

 

 

 
コミュニティ Caｆéぶんぶん４月の催しのご案内 


