平成28年10月新潟市江南区文化会館 催し物のご案内
H28.9.15発行

音楽演劇ホール
日程

催事名

時間

新潟市役所コールセンター ℡：025-243-4894

問い合わせ先

料金等

江南区役所健康福祉課
025-382-4346
江南区社会福祉協議会
025-250-7743

無料
事前申し込み 要

江南区文化会館
025-383-1001

1,000円
未就学児入場不可

1（土）

13:30～16:00
（開場 12:45～）

平成28年度 江南区民福祉大会

2（日）

13:00～
（開場 12:30～）

第5回 全国社会人落語祭り

4（火）,26（水）

14:00～16:30

食品衛生責任者実務講習会

6（木）

13:00～16:00
（開場 12:30～）

第7回 江南地区交通安全大会

江南区役所総務課
025-382-4526

無料
整理券 要（区だより9/18号参照）

8（土）

12:30～
（開場 12:00～）

相撲甚句発表大会 第3回 新潟市大会

新潟市相撲甚句会
025-285-8027

無料
事前申し込み 不要

9（日）,10（月）

9日 8:30～21:00
10日 8:00～12:00

10（月）

新潟市保健所 食の安全推進課

025-212-8226

対象者のみ

イングリッシュ・ブラス・アカデミー

対象者のみ

13:30～15:00

イングリッシュ・ブラス・アカデミー 成果発表演奏会

無料
整理券 要

11,25（火）

19:30～21:00

演劇コミュニケーション講座

12（水）

19:00～20:41
（開場 18:30～）

江南区ナイトシアター「見知らぬ乗客」

15（土）

14:00～16:00
（開場 13:00～）

成年後見制度講演会・シンポジウム

16（日）

13:00～16:00
（開場 12:30～）

～それしつけ？それとも虐待？～
虐待の淵を生き抜いて 児童虐待防止
島田妙子 講演会

18（火）

19:00～20:00
（開場 18:30～）

この世は舞台 ～ステージで聴く古楽器～ 3rd series

29（土）

14:00～15:30
（開場 13：30～）

アメリカン・クラシック
～ジャズ・ミュージカルとクラシック音楽の融合～

諸
日程

時間

1（土）

10:30～11:15

1,15（土）

9:00～10:30

部屋

江南区文化会館
025-383-1001

対象者のみ
無料
当日直接会場へ

新潟市社会福祉協議会
成年後見支援センター
025-248-4545

無料
事前申し込み 要

深見
090-2647-9761

500円
当日券は300円増し

江南区文化会館
025-383-1001

500円（未就学児入場不可）
70席限定
一般 1,000円 大学生以下 500円
全席自由（6歳以上入場可）

室

催事名

問い合わせ先

料金等

江南区文化会館
025-383-1001

対象者のみ

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

親子で楽しむ絵本とリコーダーの音楽会
多目的ルーム ～秋編～
和室１

25（火）
10:00～11:30
11,18（火）
講座室２
29（土）

9:00～10:30

5,12,19,26（水）

13:40～15:00

講座室２

5（水）

10:00～11:30

保育室

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

6（木）

10:30～11:30

保育室

キッズアンガーマネジメントの会

Ｐｕａ
025-288-1178

参加費：200円
事前申し込み 要

11（火）

9:30～16:30
（受付開始 9:00～）

多目的ルーム

ジェトロ新潟
阿部・森 025-284-6991

テキスト代：1,000円
事前申し込み 要

13（木）

10:30～11:30

新潟市役所高齢者支援課
025-226-1290

申し込み者のみ

2,16（日）

10:00～11:00

梅川
080-1198-6829

参加費：2,000円/回
事前申し込み 要

村木
025-276-3882

会費：4,500円/月

17,24（月）

貿易実務講座 （テーマ別編）
貿易営業の考え方と商談の進め方

多目的ルーム 総おどり体操講習会
和室

りとみっく school ネコフンジャッタ

講座室１
19:00～21:00

3（月）

K・M・Dギタークラブ
音楽練習室２

23,30（日）

10:00～16:00

講座室２

27（木）

10:30～11:30

保育室

コーチング講師養成のためのセミナー
ベビーアクティブクラス

025-374-5518

受講料：1,000円
対象者のみ

Ｐｕａ
025-288-1178

参加費：1,000円
事前申し込み 要

(財)教育研修コーチング協会事務局

※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。
【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』
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

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！

亀田地区公民館
日程

時間

部屋

11,25（火）

10:00～11:30

保育室

8,22（土）

9:00～17:00

講座室１

催事名
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

問い合わせ先

料金等

亀田地区公民館
025-382-3703

無料
事前申し込み不要

亀 田 図 書 館
全国読書週間 １０月２７日（木）～１１月９日（水） 「いざ、読書。」（標語）
市立図書館では、１１月末までを期間として各種行事を開催します！ 詳しくはチラシをご覧ください。
日程

時間

部屋
図書館内

6（木）～

問い合わせ先

テーマ展示
一般 ： 「秋の夜長を満喫！」
子ども： 「秋をさがそう！」
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④
－主な句碑・歌碑を訪ねる－」

10:30～11:00
おはなしのじかん

23（日）

料金等

開館時間中
特別コレクション室

1,15（土）

催事名

11:00～11:30

12,26（水）

10:30～11:00

29（土）

10:30～11:00

12,19,26（水）

10:00～13:00

1,15（土）

14:00～16:00

おはなしのへや

新潟市立亀田図書館
025-382-4696

無料

赤ちゃんタイム おはなしのじかん
読書週間行事 おはなしのじかんスペシャル

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。

講座室１

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 （申込み終了）

読み聞かせボランティア基礎講座 第3,4回

江南区郷土資料館
日程

時間

部屋

13（木）～26（水）

開館時間中

展示室

22（土）

14:00～14:40

多目的ルーム

27（木）

13:30～15:00

講座室１

催事名
食育パネル展
～食とにいがた 伝えたい新潟の味～

問い合わせ先
新潟市食育・花育センター
025-282-4181

むかし語りの会
古文書学習会

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
江南区文化会館×新潟県立大学コンサートシリーズ2016Vol.3

２台ピアノと２人の打楽器奏者による

アメリカン・クラシック
～ジャズ・ミュージカルとクラシック音楽の融合～
バーンスタイン作曲，ウェスト・サイド・ストーリーより「シンフォニック・ダンス」
とガーシュイン作曲のラプソディー・イン・ブルーを中心としたプログラムを
ピアノ２台と打楽器奏者２名のアンサンブルでお送りします。
アメリカのミュージカルやジャズとクラシック音楽との融合をお楽しみください。

平成28年10月29日（土）午後２時開演
（開場 午後１時３０分）
◎チケット【全席自由・６歳以上入場可】
一般１，０００円
大学生以下５００円
◎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 江南区地域課
(株）ヤマハミュージックリテイリング新潟店

料金等

無料

