平成28年6月新潟市江南区文化会館 催し物のご案内
H28.5.15発行

音楽演劇ホール
日程

時間

5（日）

正午～16:00

8（水）
11（土）
15（水）
18（土）

19:00～20:53
（開場 18:30～）
13:30～15:30
（開場 13:00～）
18:30～20:20
（開場 18:00～）
14:00～16:00
（開場 13：30～）

19（日）

14:00～17:00

25（土）

14:00～16:00
（開場 13：30～）

新潟市役所コールセンター ℡：025-243-4894

催事名
アスパークまつり 夢のオンステージ～音楽・芸能発表会～
「ピアノ」 「音楽」 「芸能」

問い合わせ先
江南区文化会館
025-383-1001

江南区ナイトシアター「ビヨンドサイレンス」（吹き替え上映）
「文弥人形」 野浦双葉座
一般社団法人新潟青年会議所6月公開例会 第70回新潟JCﾌｫｰﾗﾑ
日本のこころからつむぐ未来 ～歴史・文化から学ぶ日本人の可能性～

料金等
無料
事前申し込み 不要
無料
当日直接会場へ
無料
整理券 要
無料
事前申し込み 要
500円
（3歳以上入場 可）

実行委員会事務局
025-382-5190
一般社団法人新潟青年会議所
025-229-0874

歌って楽しむ 懐かしき歌・美しき日本の調べ

江南区文化会館
025-383-1001

ホールスタッフ養成講座
合唱樹Ⅱ

対象者のみ

宮村
025-260-0034

入場料：1,000円
当日券は200円増し

問い合わせ先

料金等
参加費（体験）：500円
会費：6,500円/月
事前申し込み要

諸 室
日程

時間

部屋

3,10（金）,23（木）

3歳児：10:00～11:00
2歳児：11:00～12:00

保育室

4,18（土）
11,25（土）

9:00～10:30

7,14,21,28（火）

10:00～11:30

4,18（土）

13:00～14:30

8（水）
15,29（水）

催事名
りとみっく school ネコフンジャッタ

梅川
080-1198-6829

ＡＹｎｙｏｇａ

川上
090-2664-5400

参加費：1,500円
事前申し込み不要

ｺｰﾁﾝｸﾞﾙｰﾑ ｾﾞﾛﾎﾟｲﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ
三浦 080-4512-7767

参加費：16,200円
事前申し込み要

和田
080-6594-7378

参加費：初回（体験）1,000円
継続（月4回）5,000円
事前申し込み要

和室１
講座室２
講座室２

KKCメンタリング初級講座

保育室
13:40～15:00

22（水）

和室１

kaimana yoga

講座室１

13,20,27（月）

19:00～21:00

18（土）

10:00～11:30

19（日）

10:00～17:00

23（木）

10:30～11:30

27（月）,30（木）

10:30～11:30

音楽練習室２ K・M・Dギタークラブ
多目的ルーム１ 生ごみ水切り講座
講座室２

ライフオーガナイザー２級認定講座

多目的ルーム 総おどり体操講習会
保育室

ベビーアクティブクラス

村木
025-276-3882
新潟市廃棄物政策課
025-226-1391
ｃｌｕｐ新潟
025-223-7700
新潟市役所高齢者支援課
025-226-1290
Ｐｕａ
025-288-1178

会費：4,500円/月
無料
申込期間：5月22日～6月14日
受講料：21,600円
事前申込み要
申し込み者のみ
参加費：1,000円
事前申し込み要

亀田地区公民館
日程

時間

部屋

14,28（火）

10:00～11:30

保育室

11,25（土）

9:00～17:00

講座室１

11（土）
（第3回/全3回）
15,22,29日（水）
（第1,2,3回/全5回）
16（木）,24（金）
（第1,2回/全4回）
24（金）
（第1回/全7回）

10:00～12:00

19：00～20：30

催事名

問い合わせ先

プチプチひろば
（0歳と保護者のためのいこいの広場）

料金等
無料
事前申し込み不要

学習室

プレママパパ講座
「家族のハッピーライフ準備室」
乳児期家庭教育学級
「ゆりかご学級第2期」
多目的ルーム
児童期家庭教育学級
「あたりまえだけど、とても大切なこと」
父親学級
「広がる お父ちゃんネットワーク」

亀田地区公民館
025-382-3703

無料
対象者のみ
5月8日（月）～18日（水）
コールセンター受付
5月16日（月）申し込み開始
5月15日（日） 申し込み開始

亀田図書館
日程

開催中

時間

開館時間中

4,18（土）,8,22（水）

10:30～11:00

26（日）

11:00～11:30

部屋

催事名

テーマ展示
図書館内
一般 ： 「 みなと街 湊まち 」
子ども： 「 おとうさん おかあさん 」
展示会：江南区ゆかりの俳人たち２
特別コレクション室 「江南区のいしぶみ散歩②
－主な句碑・歌碑を訪ねる－」

問い合わせ先

料金等

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

無料

おはなしのへや おはなしのじかん

江南区郷土資料館
日程

時間

部屋

催事名

4（土）～19（日）

開館時間中

展示室

12（日）

14:00～15:30

多目的ルーム

22（水）～7/27（水）

10:00～17:00
（開催日)

展示室

23（木）

13:30～15:00

講座室１

古文書学習会

25（土）

14:00～14:30

保育室

むかし語りの会

第4回江南区俳句展
郷土史講座〔両川地区の歴史と文化〕
第2回「酒屋神楽について」
ナツカシモノ発掘シリーズ第2回
「亀田縞今昔展」

問い合わせ先
江南区地域課
025－382-4689

江南区郷土資料館
025-382-1157

料金等

無料

※当館の催物案内は掲載の許可があった催物のみを掲載しております。また、主催者の都合により変更する場合があります。お問い合わせはそれぞれの問い合わせ先までお願いします。

【新潟市江南区文化会館】
〒950-0144 新潟市江南区茅野山３丁目１番１４号
電話 025-383-1001 （代表）
休館日 毎月第３金曜日 全館
12月29日～1月3日 全館
毎週金曜日
亀田図書館・江南区郷土資料館
毎月第1水曜日 亀田図書館

喫茶室『ココモカフェ』

新潟市江南区文化会館の公式Facebookページができました
新潟市江南区文化会館 で検索！

週替わりランチ・ホットサンド・カレー等。是非ご利用ください。

営業時間： 10：00～17：00
定休日：毎週金曜日

江南区地域課からのお知らせ
～アスパークまつり～
今年も、「アスパーク亀田」でスポーツ・文化・食のイベントを集めた「アスパークまつり」を
開催します。入場料無料。スタンプラリー＆抽選会もあります。
イベントの詳細については「区役所だよりこうなん」５月１５日号に掲載します。
【開催日時】
平成２８年６月５日（日） 午前９時～午後４時
【会場】
亀田総合体育館、江南区文化会館（音楽演劇ホール、江南区郷土資料館、亀田図書館）、
武道場・屋内多目的運動場
【開催イベント（予定含む）】
ズンバ体験、浮島渡り（プール）、フロアカーリング体験、音楽・芸能発表会、亀田縞ＤＥ工作、
江南区俳句展、おはなしのじかんスペシャル、オリジナルしおりプレゼント、軽スポーツコー
ナー、婚活イベント、飲食ブース、地元産農産物の販売、流しそうめん、ゆるキャラ登場など
【お問い合わせ】江南区役所地域課 電話：０２５－３８２－４６８９

亀田地区公民館からのお知らせ
《 父親学級 》受付期間：５月１５日（日）～６月５日（日）
お父ちゃんライフを楽しむ近道がここにある・・・さあ、集まれお父ちゃん！
それぞれが持っている知識・人脈をつなげ、お父ちゃんネットワークを広げよう。
日
時：６月24日（金）から９月30日（金）まで 全７回
会
場：亀田地区公民館ほか
テーマ ：親子運動遊び、おさかな講座、おこづかい教室など…
※詳細はチラシをご覧ください
対
象：小学生の保護者および興味のある男性 ２０人
（応募多数の場合初めての方優先に抽選）

参加費 ：懇親会のお弁当・飲み物は参加者の実費負担となります。
※申し込みは、電話（平日午前９時～午後５時）またはＥメールで
受け付けます。
メールの場合は、件名「父親学級申込み」、本文「住所、連絡先、氏名」を
ご記入ください。

問い合わせ: 亀田地区公民館 025-382-3703

