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）

月中旬号
（№.393）

【大ホール】～舞台発表の部～ ・5/20(日)10:00 開演
【コミュニティセンター他】～展示の部～ ・5/19（土）9:00～17:00 ・5/20（日）9:00～16:00 ※詳しくは中面をご覧ください。
【会議室】～企画の部～・5/19（土）『市民俳句会』12：30 出句締切・5/20（日）『詩を楽しむ会』10:00～12:00
【ロビー】 ～企画の部～・5/19（土） 2 階 『メリーゴーランド（ペーパーアート）』9:00～、 1 階 『お茶席」10：00～15：00

５/２０(日)
１０：００舞台発表の部

琴修会
♪涙くんさよなら 他

灯おどり保存会

ギターソロ
♪みだれ髪 他

♪亀山音頭 他

亀山レク・フォークダンス
サークル

下庄弥生会・琴修会
♪つぐない 他

♪シルバー＆ゴールド 他

亀山民話を語る会
「ことり」

亀山民話を語る会
「山ゆり」

たねまきごんべい

青てんぐ

三重県太極拳協会

亀山市ハーモニカ

井田川教室
♪32 式太極剣 他

♪青い山脈 他

3B 体操「和気・あいあい」
♪百花繚乱 他

元気クラブ

コーラスアンサンブル

ミルフィーユ

♪めだかの学校 他

HINAKANA DUO＋

亀山キロハナ

Liberty（リバティー）

川崎瀧進絵会・三重岳仁会亀山城陽支部

コールみか

♪夏は来ぬ 他

♪ホオキパパカ 他

ヒップホップ 他

♪豪傑節 ♪詩吟「田原坂」 他

♪春の雨 他

エコ・ソアーベ

女声合唱団

♪千年(ﾐﾚﾆｱﾑ)の風 他

コーラスみずほ
♪365 日の紙飛行機

三重大学教育学部附属中学校・
鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校音楽部
合同合唱団

三重県立津高等学校
音楽部

混声合唱を楽しむ会
♪真赤な太陽

♪ポジティブ太郎

molto molto animato

♪妖精の踊り 他

♪Missa in Discantu から
Kyrie,Gloria

亀老連フォークダンス
♪ブンガワンソロ 他

ラウレア
♪アロハ・エ・コハラ 他

正調鈴鹿馬子唄保存会
♪正調鈴鹿馬子唄

しょうぶの会・柳栄会
♪恋紅葉 ♪車屋さん 他

内田流 寿好会
♪命の花よ 他

寿梢会

ダンス・スポーツ・カサブランカ

正派浜田社中

勘栄会

藤間流 勘志陽会

晄明流剣詩舞治晄舘

♪虎落の里 他

ワルツ 他

♪篝火

♪惚れたが悪いか

♪千歳扇の舞 他

♪富士山 他

※出演順・演目など変更となる場合がございます。予めご了承ください。

DAI-ICHI
バレエスクール
♪中国の踊り

他

M.D.S
♪super

love

他

文化会館フェスタ２０１８ ～展示の部～
亀山俳句会

題 「緑」

井崎久美子、伊藤宣之、伊東梅子、
岩田光代、岩間紀美子、岩間峯子、
上田 勝、上田佳久子、臼井明子、
臼井勉三、内田洋子、小川浩子、
片岡智子、木下喜代子、草川和子、
駒田夛津、駒田弘子、櫻井麗子、
末崎史代、杉谷貞子、館 ゑみ子、
豊田麻佐子、中島昭子、那須千代、
西川安子、浜口順子、服田ひろ子、
樋口多美子、前田照子、松尾睦月、
森下尚子、山内千鶴子、山中淑子、
山脇君子、横山亮二、吉田詮子

写真「レインボー会」

岡田昭重「早朝の水辺公園」
落合義昭「雪の嵐山」
笠井俊夫「駅」
黒田 尚「早春の高原」
滝本洋一「稲妻」
滝本麻須美「湖面」
田中晴生「がんばれ若芽」
西川喜賀「京都の秋」
不破為和「かるわざ」
村田芳男「方舟」
山川誓一郎「夕日の挨拶」
丸橋久光「白さぎ」

石山会

中嶋千絵、清水宣夫、平田英也、
桜井 昇、中尾公子、原久美子、
宮川純子、坂田勝信、小坂 一、
松岡徳雄、池村敏子、渡辺栄思

NPO 法人亀山文化資産研究会
活動写真パネル

中浦豊子、中 宝司、伊達光信、
中浦達也、寺本武司、森 美香子、
渥美喜己、今枝敏男、見取貞義、
中島巨樹、田上禎勇

なでしこサークル

原さだ代 「バックとカゴ」５点
末﨑友子 「バッグ・雑貨クラフト」5 点
桜木悦子 「バッグ」

裏千家 茶道三重北支部

茶席 19 日 会館ロビー10 時-15 時(予定)

岩佐良子、安藤久美子、安藤美知子、岡本通子、笠井 博、北澤尚大、
小松 清、田中季美枝、寺山敏子、増地陽子、山川絢子、山崎ゆかり、
福田弘子、野間節子、渡辺マキ子

亀山盆栽会

伊藤宣敬、上田修三、臼井 滉、中根宣広、西川良三、服部昭次、
原田健三、藤川祐典、冬柴亮一、宮嶋鉄哉、宮村政也、村山幹春、
保村元雄、山中正好、渡辺 完、平田英也、内田 茂

亀山詩の会

一般参加者有り

矢野陽子、桂かおり、しおん、原 君子、桐山 勧、波田揺人

亀山川柳会・いだがわ川柳会

河合恵美子、伊藤忠昭、片岡清香、永島み志子、高嶋征二郎、竹島 晃、
加藤吉一、小河柳女、橋倉久美子、北田のりこ、丹川 修、吉川俊子、
竹岡訓恵、毎熊伊佐男、杉田あい子、落合洋子、杉本 満、松上 孝、
山口勝美、勝田五百子、宮村峰子、瀬川愛子、小原 進、二木兆子

写真サークル「にぎりめし」
安藤久美子「おしゃれなひととき」
松井 太「捕食」
櫻井正子「初夏」
村山幹生「憩い」
伊藤晴通「遊泳」
櫻井信也「ひまわり畑四景」

表装サークル

宮﨑祐史、原 和弘、中尾千枝美、
小林滋男、髙知宣子、井田滋子、
松浦裕子、菅 眞伃、福永時治、
山本眞由美、福本佳代子

楽書の会

島 八郎、小林繁子、伊藤トシ子、
川浦友紀、一見雅子、田中 香、
小原 進、川戸美千子、丸橋 勲、
河村美鈴、岩間悦子、
小倉芳美、中﨑吉子

木下講座「タペストリー・バッグ・小物」
木下美和子、大泉順子、上林優子、
豊田ミツ子、中沢より子、福島直子、
山本公代、佐藤典子

アッセンデルフト

写真サークル「どんぐり」
梅林正道「光の帯」
石浜周二「散華」
伊藤宗和「寒い朝」
伊藤 隆「ウツボの婆ちゃん」
谷 明「アメリカ村の情景」
豊田康文「スポットライト」
藤崎善教「夜明け」
水野晴輝「少女の宅急便」
平野 武「彩り」
山崎一博「妖艶」

「ＳＨＩＲＯ」

髙士章和「ばら」「大根」
村田円莉子「ガラスの器」
纐纈エツ子「コスモス」「ベランダ」
斎藤政子「やつで」
橘 喜代美「綿の木」
所 啓子「アーチのバラ」
服部祥代「晩秋」

フローラルペイント
関弘江 「ワインテーブル」「飾り絵皿」「バッグ」
鈴木あき子 「バッグ」「バスケット」「お盆」
南浜ひろみ 「飾り皿」「かさ」「ボックス」
三嶋節子 「ダストボックス」「キューブボックス」「キャンディボックス緑」
佐藤典子 「キャンディボックス赤」「オランダトレー」「クリスマスリース」
宮河茂子 「子供椅子」「財布」「バッグ」

陶芸Ａサークル

陶芸Ｂサークル

先崎和子、小倉一子、

竹田政博、高村顕次、

小坂洋子、林 定子、

井田滋子、村山悦裕、

別府弘子、佐野孝子、

益子千栄子、伊藤伸子、

近藤義則、小坂健介、

今西美由紀、小林善郎

江藤洋子、西川るみ子、

平野信夫、中谷みよ子、

早川桂子

レザー教室 「すずらん」
早川桂子「ショルダーバッグ」
長島節子「ショルダーバッグ」
「トートバッグ」
福島直子「トレー」「はさみカバー」
西川るみ子「ボストンバッグ」
川尻みさ子

陶芸Ｃサークル

器・花器等
安藤尚子、今井正寿、川瀬千晶、
草川千賀、佐藤暉隆、志賀澄子、
田名瀬ゆか里、内藤千加子、
仲野よし子、服部恭子、平松敬子、
松下比路子、村田かほり、
山内和代、田所正敏

伊藤光代「ペンシルケース」「ハサミカバー」
尾崎暁子「明かりカバー」
西村芙美子「バッグ」
加藤ひさ子「ブローチ」
中島みち子「バッグ」
青井万里子「バック」

松渓塾（遊心会）

近藤秀子「バラ」
駒田嘉代子「ボタン」
野尾千恵子「野の花」
竹内美和子「花そろえ」

スケッチ Syou

山口登喜子「籠の果物」「西之丸庭園」

「紅葉」(ちぎり絵)

絵手紙サークル さくら

伊東 米、村山聖名子、桜井知子、
吉川佳子、宮崎道子、森川さえ子、
森下尚子、植田栄子、黒田法子、

岩間峯子「南天」
岩間紀美子「シクラメン」
豊田和子「片栗の花」
小阪康弘「沈丁花」
安藤久美子「柚子」
小林繁子「竹の子」
水野桂子「迎春花」
坂井すず子「椿臘梅を活ける」
伊藤光代「紫木蓮」

廣田まり子「双眼鏡」「フォレストピア大台」

北東ちぎり絵サークル

廣田武司「山門」「武家屋敷」
馬場博子「フォレストピア」「さくら」
服部祥代「華」「関ロッジ」
所 啓子「奥伊勢の秋」「関ロッジ」
高島隆子「津城址公園」「やさい」
江藤ヤス子「関ロッジ」「ある田舎の晴びより」

絵手紙 「わか葉」

髙士章和、豊田英通、米川ひで、
宮川純子、市川容子、村山節子、

南部智恵「ひまわり」

濱田佐智子「河添の村」
葛西ひなえ「窓辺の花と水差し」
西村房子「枝椿」
古籏時子「緑の谷」
落合洋子「コスモスゆれて」
伊藤峯子「花とバイオリン」
伊藤和子「シクラメン」
国分妙子「湖畔」

スケッチ 章和会

大道裕子、川邊隆子、

中川百合子、西川美津子、松永里子

服部清子、浅野由美、

絵手紙サークル 〝そよ風〟

田中すま子、浅間恵子、

井上みさよ、大石和子、葛西静江、

木下生江、黒田はま子、小林雅子、
中川恵美子、松本美登子、松本清子、

桜井由美子、佐藤美穂子

佐脇ゆずる、牧野菊江

絵手紙「感動」

絵手紙サークル 安寿

倉田信雄、小坂洋子、長岡松子、

斉東みき子、佐野千鶴子、豊田陽子、

服部清子、村山富美子

森川孝子、森川みよ子、若林智香子

浅野由美、井上みち子、倉田凉子、

石山純子「千両」

松本蓉子「フォレストピアの秋」「関ロッジ」

髙士章和「石山観音摩崖佛」「風景」

永田冨美子

2500 年前のワイン壺〉

前田とみ代「百合」

スケッチサークル 水章会

井上みち子、倉田涼子、山尾静子

窯〉とギリシャ文化〈約

伊達良子「カサブランカ」

西川てる子「ひょうたん」

井上みさよ「カニ」「フォレストピア」

片岡きみ子、櫻井正登志、

～日本文化〈信楽土・穴

れんげの会

岩間君子、伊東 米、内田洋子、
加藤とく子、櫻井美沙子、新開悦子、
服部洋子、東岡英子、日尾美千代、
水原浩子、水越里依、片岡きみ子
宮野孝子、藤谷裕之、日當優子、

「融合」(コラボレーション)

和紙のちぎり絵 亀和の会

服部博子「花そろえ」

レザークラフト ぴゅあ

櫻井良文

伊藤美枝子、上田せつ、大道裕子、

長岡松子、渡辺美和、
浦野貴志子、橘喜代美、
小坂洋子
※出品内容などに変更となる場合が
ございます。予めご了承ください。
文化会館フェスタ 2018
問い合わせ先 亀山市文化会館
☎0595-82-7111

文化会館フェスタ 2018～企画の部～

１９日(土)

『市民俳句会』(予約不要)
会場：会議室

企画：亀山俳句会
12:30 出句締切 ※当季雑詠三句

『ペーパーアート(メリーゴーランド)』

『茶席』

企画/かみきりむしの会
会場/大ホール２F ロビー とき/9：00～
定員/20 名 ※定員に達し次第受付終了

企画/裏千家茶道三重北支部
会場/市民ロビー（喫茶前）
とき/10：00～15：00 有料

※小学校低学年以下の方は父兄同伴でご参加ください。
（問）亀山市文化会館 電話 0595-82-7111

２０日(日)

『詩を楽しむ会』

企画/亀山詩の会

会場：会議室 とき/9:30 受付 10:00 開会 資料代/100 円
（問）「亀山詩の会」事務局 桐山 勧（坂倉広美） 電話：0595-82-1901

出演者募集
■ 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）。
独唱、独奏、デュオ、アンサンブル等でのご参加も可能です。
■ 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。
※詳細は、催物ごあんない５月号または会館ホームページの募集用紙をご覧ください

初心者歓迎！

第３７回 さいまつコンサート 第２部

「第九」原語（ドイツ語）合唱 参加者募集

パートに分かれて基礎から指導

公演開催日/平成 30 年 12 月 2 日（日）１４：００開演(予定) 会場/亀山市文化会館大ホール
管弦楽/大阪交響楽団 指 揮/寺岡清高 ソリスト/廣めぐみ（ソプラノ）、桝田浩美（アルト）、清水徹太郎（テノール）、福嶋勲（バリトン）

■ 参加費/4,000 円（テキスト代等別途） ■ 練習会場/文化会館内
■ 練習日時/19：00～21：00 7 月 24 日（火）より全１８回を予定。加えて本番当日午前にリハーサルを予定。
■ 募集期間/ 5 月 13（日）～7 月１０日（火）（土日祝も可）電話での事前受付も可能です！ 受付通常 ９時～１７時（1 階事務所）
※詳細は、会館ホームページの募集用紙をご覧ください

平成 30 年度 亀山ミュージカル

参加者募集

ミュージカルの脚本・演出を学び、そして出演してみよう！
ミュージカル・演劇の脚本を書き、演出をして、出演してみませんか！？ミュージカルや舞台に興味のある方なら
未経験者でも大歓迎！！ コースにより３歳から申し込み可能。※18 歳未満の方は、保護者の方の承認が必要となります。
お申し込みには全身の写真（お写真は返却いたしません）が必要となります。
※受講料、参加費は、お申し込み時に御支払いください。御支払い区分：半期（前期平成 30 年 6 月～9 月分、後期平成 30 年 10 月～12 月分）、全期平成 30 年 6 月～12 月分

◎提出期限◎

平成 30 年 5 月 27 日（日）必着

各コースの料金日等、詳細は会館ホームページの募集用紙をご覧ください。

助成：一般財団法人地域創造、公益財団法人岡田文化財団

上記の各お申し込み・お問合せ先/亀山市文化会館 〒519-0124 三重県亀山市東御幸町６３番地
TEL：0595-82-7111 Email：kamebun@za.ztv.ne.jp 会館ホームページ：http://kameyama-bunkakaikan.com/

