平成28年8月新潟市江南区文化会館 催し物のご案内
H28.7.15発行

音楽演劇ホール
日程
3,10,17（水）
16（火）
21（日）

時間
14:00～
（開場 13：30～）
19:00～20:00
（開場 18:30～）

催事名

問い合わせ先

江南区子ども映画まつり
この世は舞台 ～ステージで聴く古楽器～ 3rd series
江南区文化会館
025-383-1001

1回目10:00～12:00
文化会館バックヤードツアー
2回目14:00～16:00

23,30（火）

19:30～21:00

演劇コミュニケーション講座

28（日）

13:30～15:00
（開場 13:00～）

江南区防災講演会

日程

時間

部屋

1,8,22（月）

19:00～21:00

1,15（月）

3歳児 10:00～11:00
2歳児 11:00～12:00

4（木）

16:00～17:00

料金等
会費：4,500円/月

梅川
080-1198-6829

参加費（体験）：500円
会費：6,500円/月
事前申し込み 要

ワセダクラブ北信越支部
025-521-7213

無料
事前申し込み 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

ＡＹｎｙｏｇａ

川上
090-2664-5400

参加費：1,500円
事前申し込み 不要

kaimana yoga

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

りとみっく school ネコフンジャッタ

講座室２

27（土）

KKCコーチング初級講座
和室１
9:00～10:30

27（土）
16,23,30（火）

問い合わせ先
村木
025-276-3882

催事名

KKCメンタリング講座

6（土）

無料
当日直接会場へ

室

多目的ルーム チアリーディング無料体験会

6（土）
13:00～14:30

江南区役所総務課
025-382-4526

音楽練習室２ K・M・Dギタークラブ
保育室

料金等
無料
事前申し込み 不要
500円（未就学児入場不可）
70席限定
無料
（各回小学生以上の親子20人）
申込期間：7月10日～
対象者のみ

諸

20（土）

新潟市役所コールセンター ℡：025-243-4894

10:00～11:30

10,17,24,31（水）

13:40～15:00

11（木）

10:00～17:00

和室２
講座室２

講座室２

ライフオーガナイザー２級認定講座

ｃｌｕｐ新潟
025-223-7700

講座室２
18（木）

13:30～16:00

20（土）

14:00～15:30

リユースマスター２級認定講座

和室１

ハワイアンリトミック ｋｕｋｕｎａ

10:30～11:30

保育室

ベビーアクティブクラス

30（火）

参加費：3,000円
事前申し込み 要

江南区文化会館
025-383-1001

無料（小学3年生以上）
申込期間：7月10日～

吉川
090-4594-9278

参加費：1,500円
事前申し込み 要

Ｐｕａ
025-288-1178

参加費：1,000円
事前申し込み 要

多目的ルーム 夏休みリコーダー教室

10:00～11:30

受講料：21,600円
事前申し込み 要

※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。
※亀田地区公民館、亀田図書館、江南区郷土資料館の催し物は裏面をご覧ください。

江南区文化会館からのお知らせ

音楽演劇ホールの舞台裏を探検してみませんか？
普段は入れない部屋に入って
普段さわれない機械にさわってみませんか？

舞台裏を探検しちゃおう！

●日 時：平成28年8月21日(日)
①コース：午前10時～正午
②コース：午後 2時～4時
●対 象：小学生以上の親子（動きやすい服装でお越しください）
●定 員：各回先着20名
●参加費：無料
●申込・問い合わせ先：江南区文化会館総合受付へ直接またはお電話にて

【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

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

亀田地区公民館
日程

時間

部屋

9,23（火）

10:00～11:30

保育室

1（月）～31（水）

9:00～17:00

講座室１

3,24（水）

19:00～21:00

多目的ルーム

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

亀田地区公民館
025-382-3703

夏休み学習室
※日によっては利用できない時間があります

無料，事前申し込み不要
※ 2,3,9,19,22,26,30日は使用不可

父親学級
「広がる お父ちゃんネットワーク」

対象者のみ

亀 田 図 書 館
日程

時間

部屋
図書館内

開催中

開館時間中
特別コレクション室

6,20（土）

10:30～11:00

28（日）

11:00～11:30

10,24（水）

10:30～11:00

10,17,24,31（水）

6（土）

催事名

問い合わせ先

料金等

テーマ展示
一般 ： 「サマー・バケーション 」
子ども： 「夏を楽しむ」
展示会：江南区ゆかりの俳人たち３
「江南区のいしぶみ散歩③
－主な句碑・歌碑を訪ねる－」
無料

おはなしのじかん

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

おはなしのへや

赤ちゃんタイム おはなしのじかん

10:00～13:00

子ども図書室 赤ちゃんタイム
※ 赤ちゃんや小さなお子さんと気軽に図書館で
おはなしの部屋
過ごしていただけます。

14:00～16:00

本とあそぼう！
多目的ルーム ～アニマシオン・ワークショップ

対象・人数：小学生・20人
7月12日（火） 申し込み開始
亀田図書館へ 電話または窓口にて

※ アニマシオン ： グループで読書を楽しむ活動

江南区郷土資料館
日程

時間

部屋

3(水）～24(水）

開館時間中

展示室

4（木）

14:00～16:00

17(水）

14:00～16:30

催事名
新潟市文化財センターおでかけ展示
「江南区発掘物語」展

問い合わせ先

料金等

文化財センター
025-378-0480

無料

夏休み子ども体験教室
縄文土器づくり体験教室

参加費：200円
対象･人数：小･中学生
先着各15人
＊小学校2年生までは保護者同伴
7月17日（日）申し込み開始

美術工作室 夏休み子ども体験教室
勾玉づくり・火おこし体験教室
＊雨天・荒天の場合、火おこしは中止

郷土史講座
第４回「信濃川の鮭漁について」

23（火）

14:00～15:30

25（木）

13:30～15:00

多目的ルーム 古文書学習会

27（土）

14:00～14:30

むかし語りの会

＊8月4日(木）10～11時 展示解説会

江南区郷土資料館
025-382-1157
無料

8/29（月）～9/2（金）までの期間は、くん蒸作業のため臨時休館 （問い合わせ先：江南区郷土資料館 ☎025-382-1157）

江南区文化会館からのお知らせ

毎年恒例の子ども映画まつりを今年も開催します。出入り自由でどなたでも入場できます。夏休みの子どもだけのちょっとした
冒険に、また親子でなつかしの名作を楽しむなど…。どうぞお気軽にお楽しみください。

◎
◎
◎
◎
◎

会 場：江南区文化会館 音楽演劇ホール
時 間：１４：００～１６：００
対 象：どなたでも（座席数４００席）
参加費：無 料
申込み：当日直接会場へ

☆ ボランティア募集 ☆
映画上映中の避難誘導ボランティアを募集しています。
子どもと一緒に映画を楽しみながらできます。
興味のある方は
℡ 025-382-3703（亀田地区公民館）へ

【第１回】 7月27日（水）

楽しいムーミン一家「浜で見つけた難破船｣「おばけ島へようこそ」
「ニョロニョロの秘密」
注文の多い料理店

【第２回】 8月 3日（水）

チリンの鈴
ぞくぞく村のオバケたち「ちびっこおばけのグー・スー・ピー」「子鬼のゴブリン」

【第３回】 8月10日（水）

日本のおばけ話「のっぺらぼう」「きもだめしのばん」
ウォルト・ディズニー名作アニメ「赤ずきんちゃん」 ほか

【第４回】 8月17日（水）

まんが世界昔ばなし「ヘンゼルとグレーテル」「おおかみと少年」
「はだかの王様」「ねずみの嫁入り」

