平成29年7月新潟市江南区文化会館 催し物のご案内
H29.6.15発行

音楽演劇ホール
日程

時間

4（火）

14:00～
（開場 13:45～）

15（土）

18:00～
（開場 17:30～）

16（日）

14:00～
（開場 13:30～）

新潟市役所コールセンター TEL：025-243-4894

催事名

問い合わせ先

料金等

亀田総合体育館
025-381-1222

無料
当日直接会場へ

江南区演劇公演実行委員会
090-9015-0876

一般 1,000円
子ども（小･中学生） 500円
（両チケット 当日200円増）
一般+子どもｾｯﾄ券1,200円（前売のみ）
※ 全席自由・未就学児入場不可

株式会社チューリップ企画
0120-901-267

一般 1,000円
小学生以下 500円
障がい者手帳持参の方 500円
※ 事前申し込み 不要
※ 当日直接会場へ

亀田地区公民館
025-382-3703

無料
当日直接会場へ

問い合わせ先

料金等

高橋
090-2992-2228

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

吉村
090-5553-7527

参加費：2,500円
事前申し込み 要

新潟市役所歴史文化課
025-226-2584

無料・先着 110名
※ 6月26日より申込み開始

Ｐｕａ
025-288-1178

参加費：1,000円
事前申し込み 要

フラダンス発表会 in 江南区文化会館

演劇 「風に吹かれてドンキホーテ」

一回目 10:00～11:40
二回目 13:30～15:10
三回目 19:00～20:40 映画 「なぜ生きる -蓮如上人と吉崎炎上-」上映会
一回目 10:00～11:40
二回目 13:30～15:10

19（水）
20（木）

14:00～
（開場 13:30～）

27（木）

江南区子ども映画まつり

諸
日程

時間

部屋

室

催事名

3,10,24,31（月）

19:00～21:00

講座室１

4（火）,16（日）,18（火）

10:00～11:30

保育室

10（日）

一回目 10:00～11:30
二回目 13:10～14:30

25（火）

10:00～11:30

28（金）

一回目 11:30～12:30
二回目 12:40～13:40

29（土）

14:00～16:00
（受付 13:30～）

31（月）

10:30～11:30

Ｋ・Ｍ・Ｄギタークラブ

ハワイアンリトミックＫｕＫｕｎａ
和室２
多目的ルーム 総おどり体操講習会
和室

おひるねアートｔｓｕｍｕｇｉ

多目的ルーム 「新潟市のあゆみ」講座 <江南区の歴史>
保育室

ベビーアクティブクラス

※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。
※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】

喫茶室『ココモカフェ』

〒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

新潟市江南区文化会館
・亀田地区公民館の
公式Facebookページが新しくなりました！

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

江南区文化会館からのお知らせ
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風に吹かれてドンキホーテ
①７月１５日（土）１８：００開演（１７：３０開場）
②７月１６日（日）１４：００開演（１３：３０開場）
一般：1,000円（当日1,200円）
子ども(小・中学生)： 500円（当日 700円）
一般+子どもセット券：1,200円（前売りのみ）
チケット全席自由・未就学児入場不可
本を開く 声に出してみる・・・
「私は騎士だ・・・と、ドンキホーテは言った・・・」
さらに読む 声に出して・・・
「旅に出よう、と言ってドンキホーテは武者ぶるいをして立ち上がった・・・」
さあ・・・行こう
真夏にお送りする真冬の荒野の物語
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亀田地区公民館
日程

時間

部屋

11,25（火）

10:00～11:30

保育室

8（土）
講座室１

15（土）～8/31（木）

6,13（木）
12（水）

問い合わせ先

無料
事前申し込み 不要

夏休み学習室
※日によって使用できない時間があります。

10：00～12：00
（第4回/全4回）
10:00～12:00
（第4,5回/全5回）
19：00～21：00
（第3回/全8回）

料金等

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

5（水）

催事名

新潟市役所コールセンター TEL：025-243-4894

児童期家庭教育学級
「聞きたい！知りたい！小学生の話」

亀田地区公民館
025-382-3703

多目的ルーム ゆりかご学級 第2期

申し込み者のみ

父親学級
「すてきなパパへの道しるべ」

亀田図書館
日程

時間

部屋
図書館内

6（木）～

開館時間中
特別コレクション室

1,15（土）

10:30～11:00

23（日）

11:00～11:30

12,26（水）

10:30～11:00

12,19,26（水）

10:00～13:00

催事名
テーマ展示
一般 ：「母なる海」
子ども：「夏休み応援団！」
展示：江南区ゆかりの俳人たち２
「江南区のいしぶみ散歩⑦
-主な句碑・歌碑を訪ねる-」

問い合わせ先

亀田図書館
025-382-4696

おはなしのじかん
おはなしのへや

料金等

無料
事前申し込み 不要

赤ちゃんタイム 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。

25（火）

11:00～11:40

和室

外国語の絵本の読み聞かせ

日程

時間

部屋

6/24（土）～24(月)

開館時間中

展示室

12（水）

14:00～15:30

多目的ルーム

22（土）

14:00～14:40

講座室２

むかし語りの会

27（木）

13:30～15:00

講座室１

古文書学習会

29（土）～8/28(月）

開館時間中

展示室

申し込み者のみ

江南区郷土資料館
催事名

問い合わせ先

全国に羽ばたく亀田縞展
郷土史講座第3回
～高野山清浄心院「越後過去名簿」と
亀田周辺地域～

国史跡 古津八幡山遺跡の過去と未来
－これまでの発掘調査・整備と
これからの保存活用－

料金等
無料
＊簡易織機による手織り体験は17時まで

江南区郷土資料館
025-382-1157

申し込み者のみ

無料
新潟市文化財センター
025-378-0480

江南区文化会館からのお知らせ

ステージ上に演奏者を取り囲むように客席を設置し、みなさんの間近で素敵な調べをお届けするコンサートです。今年度の
シリーズ２回目は、中世のスペインやイギリスで愛された音楽を中心にお送りします。
古楽器と聞いてみなさんは何を想像しますか？ 古楽器とは文字通り、古い時代の楽器。日本では雅楽に使われるものを中
心として正倉院所蔵の楽器類を指すそうですが、ヨーロッパではルネサンス・バロック期に使われた楽器類を指すことが多い
そうです。このコンサートではヨーロッパの古楽器を演奏します。リュート、ヴィオラ ダ ガンバ、そしてリコーダーも古
楽器のひとつです。ほんのひととき、ヨーロッパの中世の街にタイムスリップしてみませんか。

♪と き
♪ところ
♪曲 目
♪演奏者

♪席 数
♪チケット

６月３０日（金） 午後７時～８時（開場：午後６時３０分）
音楽演劇ホール 特設ステージ
モンセラート修道院「朱い本」より（作者不詳）
グリーンスリーブス（イングランド民謡） ほか
大作綾（歌・リコーダーほか）
松井美瑞（リコーダーほか）
白澤亨（リュート・ヴィオラ ダ ガンバほか）
７０席（全席自由） ※未就学児入場不可
５００円 ※受付にて好評発売中！

