平成28年9月新潟市江南区文化会館 催し物のご案内
H28.8.15発行

音楽演劇ホール
日程

時間

3（土）

13:00～16:00

催事名
動物園をつくろう！新潟2016
基調講演「旭山動物園革命とこれからの動物園とは」 ほか

13,27（火）

19:30～21:00

演劇コミュニケーション講座

14（水）

19:00～20:39
（開場 18:30～）
18:30～
（開場 18:00～）

江南区ナイトシアター「父と暮せば」

17（土）

14:00～
（開場 13：30～）

影絵劇 星の王子さま （劇団 かかし座）

18（日）

13:30～15:40
（開場 13:00～）

市民協働推進フォーラム

日程

時間
10:00～11:30
（受付開始 9:45～）

15（木）

江南区文化会館
025-383-1001

ノーキー・エドワーズ
ラストジャパンツアー in 新潟

赤坂エルカミーノ
090-3107-2511

3（土）
5,12,26（月）
6,13,20,27（火）

失敗しない！
外壁リフォームセミナー

音楽練習室２ K・M・Dギタークラブ

対象者のみ
無料
当日直接会場へ
5,000円（当日500円増）
全席自由
大人：800円/子ども：500円
親子ペア券：1,000円
（子ども：3歳～高校生）
無料
事前申し込み 不要

問い合わせ先
㈱大建建設
080-0800-6366
村木
025-276-3882

料金等
無料
事前申し込み 要
会費：4,500円/月

講座室２

10:00～11:30

18（日）

保育室

10,24（土）

9:00～10:30

和室１

6,20（火）

10:00～11:30

和室１

7（水）

料金等
無料
事前申し込み 要

室

催事名

講座室１

19:00～21:00

江南区文化会館
025-383-1001
新潟市役所市民協働課
025-226-1105

諸
部屋

新潟市役所コールセンター ℡：025-243-4894

問い合わせ先
にいがたに動物園をつくる会
（高杉） 025-262-5569

和室１

13:40～15:00

14,21,28（水）

ＡＹｎｙｏｇａ

川上
090-2664-5400

参加費：1,500円
事前申し込み 不要

ハワイアンリトミック ｋｕｋｕｎａ

吉川
090-4594-9278

参加費：1,500円
事前申し込み 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

講座室２

梅川
参加費：2,000円/回
080-1198-6829
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
参加費：16,200円
17（土）
KKCメンタリング講座
13:00～14:30
講座室２
三浦 080-4512-7767
事前申し込み 要
Ｐｕａ
参加費：1,000円
30（金）
10:30～11:30
保育室
ベビーアクティブクラス
025-288-1178
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。
10,21（土）

保育室

10:00～11:00

りとみっく school ネコフンジャッタ

喫茶室 『ココモカフェ』

【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。

〒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

営業時間： 10：00～17：00
定休日：毎週金曜日

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

江南区文化会館からのお知らせ

「劇団かかし座」公演

星の王子さま
手と身体だけで様々な形を作り出す、驚きに満ちた「手影絵」。命を吹き込まれたように生き生きと動く
様子は人々の心を無限の想像へ駆り立てます。美しい色と不思議な影絵の世界を楽しみませんか。

平成２８年９月１７日（土） １４：００～ （開場 １３：３０～）
◎チケット【全席指定】

大人８００円 子ども（３歳～高校生）５００円
親子ペア券（大人１名と子ども１名）１，０００円
※ ３歳未満入場不可

◎チケット取扱所

江南区文化会館 秋葉区文化会館 北区文化会館
りゅーとぴあ ヤマハミュージックリテイリング新潟店
江南区地域課

【 バックステージツアー 開催】
公演後、影絵ステージの裏側を紹介する『バックステージツアー』を開催します。
希望者５０名を当日、会場特設受付にて１３：００より先着受付。

亀田地区公民館
日程

時間

部屋

13,27（火）

10:00～11:30

保育室

10,24（土）

9:00～17:00

講座室１

1,8,15,29（木）
（全4回）

10:00～12:00

21（水）,30（金）
（第6,7回/全7回）

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）
学習室

料金等
無料
事前申し込み不要

亀田地区公民館
025-382-3703

幼児期家庭教育学級
「頑張りママのキラキラｄａｙｓ」

対象者のみ

父親学級
「広がる お父ちゃんネットワーク」

亀 田 図 書 館
日程

時間

部屋
図書館内

8日（木）～
開館時間中
開催中

特別コレクション室

3,17（土）

10:30～11:00

25（日）

11:00～11:30

14,28（水）

10:30～11:00

14,21,28（水）

10:00～13:00

3,17（土）
（第1,2回/全4回）

14:00～16:00

11（日）

13:30～15:30

催事名

問い合わせ先

料金等

テーマ展示
一般 ： 「 月 」
子ども： 「だいすき！おじいちゃん、
おばあちゃん 」
展示会：江南区ゆかりの俳人たち２
「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

おはなしのへや

赤ちゃんタイム おはなしのじかん

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

子ども図書室 赤ちゃんタイム
おはなしのへや

※ 赤ちゃんや小さなお子さんと気軽に図書館で
過ごしていただけます。

読み聞かせボランティア基礎講座
＊第3,4回は10月開催

対象：読み聞かせﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を
希望する一般の方 15名 先着順
申込み：8月16日（火） 受付開始
亀田図書館へ 電話または窓口にて

ビジネスセミナー
多目的ルーム ～感覚的にわかる～
ゼロからのマーケティング

対象：一般の方 30名 先着順
申込み：8月9日（火）受付開始
亀田図書館へ 電話または窓口にて

講座室１

江南区郷土資料館
日程

時間

部屋

10（土）～25（日）

開館時間中

展示室

22（木）

13：30～15：00

講座室１

24（土）

14:00～14:30

催事名

問い合わせ先

新津美術館所蔵品による
移動美術館2016「まちと自然」

料金等

新潟市新津美術館
0250-25-1300

古文書学習会
江南区郷土資料館
025-382-1157

多目的ルーム むかし語りの会

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します。 （問い合わせ先：江南区郷土資料館 ☎025-382-1157）

亀田地区公民館からのお知らせ

～ アロマを取り入れ、スマートライフ～
ラベンダーは、心を落ち着けます。不眠・高血圧・頭痛・イライラなど 緩和します。
皮膚炎や湿疹・やけどにも有効です。
ペパーミント、レモングラス、マンダリンを、プラスするだけであら不思議…
フレッシュな香りに包まれてみたい方、ご参加お待ちしています。

第１回 ９月７日(水)
オリエンテーション

痛みとかゆみのアロマ ～万能ジェルを作ってみよう～
第２回 ９月１４日(水)

スッキリすべすべアロマ ～アロマ石鹸を作ってみよう～
第３回 ９月２６日(月）

認知機能を高めるアロマ
～世界に一つのアロマフレグランスを作ってみませんか～

会 場
時 間
対 象
定 員
参加費
申込み

新潟市亀田中学校 コーディネーター室
午前１０時～正午
江南区在住の方、関心のある方
１０人（応募多数の場合は抽選）
１，５００円（３回分の材料費となります）
８月８日（月）から８月１９日（金）
電話にてお申込みください。
※ 朝９時から夕方５時まで。土日、祭日は受付いたしません。

【お申込み・問合せ先】

◎ 講 師 ◎

亀田地区公民館

NARDJAPAN認定 アロマセラピスト トレーナー

真木 美智代

さん

℡：025-382-3703

