平成29年4月新潟市江南区文化会館 催し物のご案内
H29.3.15発行

音楽演劇ホール
日程

催事名

時間
14:00～15:30

新潟市役所コールセンター TEL：025-243-4894

問い合わせ先

高千穂の夜神楽 「夜神楽」

料金等
3,900円

8（土）
18:30～20:00
10:50～12:20
9（日）

アート・
ミックス・
ジャパン
（全席指定）

石見神楽 大尾谷社中 「神楽」
NPO法人 日本伝統芸能振興会 「歌舞伎」

14:30～16:00

能×Jazz Piano ユニット

18:10～19:40

藤山大樹 「手妻」

11:00～11:45
15（土）
18:00～19:00

縁～ENSHI～

ラ･フォル
・ジュルネ
（全席自由）

新潟2017スペシャル市民オーケストラ
0歳からのコンサート【オーケストラと遊ぼう】
新潟2017スペシャル市民オーケストラ

平成29年度 家庭倫理講演会

25（火）

19:00～20:00
（開場 18:30～）

ステージで聴く古楽器 ～聴きあるく旅～

諸
1,15,22,29（土）

9:00～10:30

25（火）

9（日）,18（火）

一般 4,900円 S席 5,400円

ラ･フォル･ジュルネ新潟
実行委員会事務局
（新潟市文化政策課 内）
025-226-2563

1,000円
小学生以下 500円
1,000円（小学生500円）
未就学児入場不可

伊藤
090-5997-9507

入場料：1,000円
事前申し込み 要
※ 保育有（無料、事前申し込み 要）

江南区文化会館
025-383-1001

500円（未就学児入場不可）
70席限定

問い合わせ先

料金等

川上
090-2664-5400

参加費：1,500円
事前申し込み 不要

村木
025-276-3882

会費：4,500円／月

ハワイアンリトミックＫｕＫｕｎａ
050-3595-9278

参加費：1,500円
事前申し込み 要

新潟市役所高齢者支援課
025-226-1290

申し込み者のみ

Ｐｕａ
025-288-1178

参加費：1,000円
事前申し込み 要

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

室

催事名

和室１
ＡＹｎｙｏｇａ

10:00～11:30

4,11,18（火）
3,10,24（月）

部屋

一般 3,800円 S席 4,300円

一般 3,600円 S席 4,100円

10:00～11:30
（開場 9:30～）

時間

アートミックスジャパン
実行委員会
025-255-1333

「能 × ジャズピアノ」

23（日）

日程

一般 3,900円 S席 4,400円

講座室２
19:00～21:00
10:00～11:30

11（火）

講座室１
保育室

Ｋ・Ｍ・Ｄギタークラブ
ハワイアンリトミックＫｕＫｕｎａ

和室

13（木）

10:30～11:30

26（水）

10:30～11:30

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

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）

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

9:00～17:00

講座室１

1（土）～7（金）

春休み学習室
※日によって使用できない時間があります

亀田図書館
＊ 4 月 23 日 か ら 、 こ ど も の 読 書 週 間 ！ ＊
日程

時間

開催中

～新潟市では5月末まで、イベント期間です～
部屋
催事名
問い合わせ先
図書館内

テーマ展示
一般 ：「ラ･フォル･ジュルネ -舞曲の祭典-」
子ども：「新しい春に！」

特別コレクション室

展示：江南区ゆかりの俳人たち２
「江南区のいしぶみ散歩⑥
-主な句碑・歌碑を訪ねる-」

開館時間中
6（木）～
12,26（水）

10:30～11:00

1,15（土）

10:30～11:00

23（日）

11:00～11:30

12,19,26（水）

10:00～13:00

赤ちゃんタイム おはなしのじかん

料金等

亀田図書館
025-382-4696

無料
事前申し込み 不要

問い合わせ先

料金等

江南区郷土資料館
025-382-1157

無料

おはなしのへや

おはなしのじかん
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。

江南区郷土資料館
日程

時間

22（土）

14:00～14:40

27（木）

13:30～15:00

部屋

催事名

多目的ルーム むかし語りの会
講座室１

古文書学習会

※当館の催し物案内は掲載の許可があった催し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』
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！

江南区文化会館からのお知らせ
ステージで聴く古楽器 ～聴きあるく旅～
美しい響きが自慢の江南区文化会館のホール。そのステージ上に客席を配し、演奏者の間近で
音楽を楽しむコンサート。今年度は「リコーダー」を軸に、装いも新たに、より古楽器の魅力を
引き出したステージをお贈りします。
日

時

平成29年4月25日（火）午後7時～（開場午後6時半）

入 場

料

500円（未就学児入場不可）

プレイガイド 江南区文化会館
プログラム

アニーローリー／スコットランド民謡
春夏秋冬／金子健治(編曲) ほか

亀田地区公民館からのお知らせ
亀田地区公民館活動サークル会員募集中
※ 会員募集を希望するサークルのみ掲載しています。 ※
グループ名（内容）

椿の会（三味線）
フレッシュクラブ
（健康体操）
亀田で学ぼう身近な法律
（法律学習）
社交ダンス１・２・３
（社交ダンス：初級）
社交ダンス１・２・３
（社交ダンス：中級）
英ＪＯＹ（英会話）
ちぎり絵サークル
（ちぎり絵）
ギターサークル弾
（音楽）
フレーバ

活動日

毎週（月） 午前
第１～４（月） 午前
第１・第３（月） 午前
第１・第３（月） 午後
第２・第４（月） 午後
毎週（月） 午後
※祝日除く

第３（月） 午後
第１・３・４（火） 午前

ＦＫＤＣ ＦＬＡＶＡ（ダンス）

毎週（火） 夜間

劇団 K.O.T.N.（演劇）

第１・２（火） 夜間

詩吟鳳詠会（詩吟）

毎週（火） 午後、他

亀田壱声会（観世流謡曲）

毎週（火） 午後

スクラップ・シャドゥ
（軽音楽）
ウエンズダンス
（社交ダンス）

毎週（火） 夜間
第１・第３（水） 午後

亀田美術倶楽部（絵画）

第１・第３（水） 午後

ラテン専科（社交ダンス）

毎週（水） 午前

問い合わせ

渡辺
025-381-6514
高橋
025-381-5840
金子
025-267-9035
今井
025-381-6539
中村
025-284-8979
伏見
070-2193-2177
皆川
025-382-2675
渡部
090-3640-9157
佐藤
090-8081-3213
小出
090-7412-6037
田辺
025-276-6878
原
025-381-2269
加瀬
090-6547-6032
武藤
025-241-4955
坂井
025-381-5707
鷲尾
025-276-1931

グループ名（内容）

活動日

千鶴会（舞踊）

第２・第４（水） 午後

亀田中国語サークル
（中国語）

毎週（水） 夜間

亀田山岳会（山岳会）

第１（水） 夜間

亀田陶芸クラブ（陶芸）

毎週（水）
午前・午後 他

癒しの舞（健康体操）

第１・３・４（木） 午後

亀田ロマンドールクラブ
（創作粘土人形）

第１・第３（木）
午前・午後

ぴーす・ままぁず（コーラス） 第２・第４（木） 午前
ＯＣＴクラブ（英会話）

第２～４（木） 夜間

亀田英語クラブ（英会話）

第１・２・４・５（金）
午後

ｺｶﾘﾅｻｰｸﾙ「カナリヤ」
（コカリナ）
ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ新潟県第4団
（野外活動）

第２・第４（金） 午前
第２・第４（土） 午前

合唱団「樹」（合唱）

第２（土）・第４（日）
午後

亀田地区断酒会（断酒）

第１・第３（土） 夜間

ブルースカイズ（音楽）

月２回（不定期）

トリットボール協会（球技）

月8回（土日）
午前午後

新潟ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟEAGER

（合奏）

【問い合わせ先】 亀田地区公民館

不定期（夜間）

問い合わせ

小池
080-6623-1548
星野
025-381-2751
佐藤
025-381-8141
猪浦
025-276-2422
塚野
0250-58-2661
矢口
025-382-6217
近藤
025-381-2073
片桐
025-381-5729
桑原
090-2994-2138
橋本
025-381-6045
渡邉
025-382-9746
狩谷
080-6521-8013
中村
025-382-2494
田中
090-3148-6686
神田
025-276-5202
髙野
090-2884-9408

住所：新潟市江南区茅野山3-1-14
ＴＥＬ：０２５－３８２－３７０３

