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音楽演劇ホール
催事名

日程

時間

3（日）

13:00～15:00
（12:30 開場）

7（木）

音己値心 ON-KO CHI-SHIN

11:30～
（ｱﾏﾁｭｱ出演者歌唱）
桜川たつる ～新潟県縦断公演～
15:00～
（桜川たつる歌唱）

新潟市役所コールセンター TEL：025-243-4894

問い合わせ先

料金等

史佳 Fumiyoshi 事務局
（原田）080-3274-8470
小林組。事務局
025-229-7447

3,000円
当日券は1,000円増し
全席自由

たつる後援会
03-5380-9380

3,000円（ＣＤ1枚付）
全席自由

14（木）

19:00～20:00
（18:30 開場）

ステージで聴く古楽器～イギリスの秋の空～

江南区文化会館
025-383-1001

500円
（未就学児入場不可）

24（日）

14:45～
（13:45 開場）

合唱団「樹」 第5回演奏会

後藤
0254-22-1878

700円
全席自由

日程

時間

部屋

問い合わせ先

料金等

2,9,16,23（土）

9:00～10:30

和室１
ＡＹｎｙｏｇａ

川上
090-2664-5400

参加費：1,500円
事前申し込み 不要

諸

室

催事名

5,12,19,26（火）

10:00～11:30

講座室２

2（土）

10:00～11:30
（受付開始 9:45～）

講座室１

失敗しない！外壁リフォームセミナー

㈱大建建設
080-0800-6366

無料
事前申し込み 要

4,11,25（月）

19:00～21:00

講座室１

Ｋ・Ｍ・Ｄギタークラブ

高橋
090-2992-2228

会費：4,500円／月

5,19（火）

10:00～11:30

保育室

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

10（日）

10:00～17:00

講座室２

clap新潟
025-223-7700

受講料：21,600円
事前申し込み 要

22（金）

一回目 11:30～12:30
二回目 13:40～13:40

和室

吉村
090-5553-7527

参加費：2,500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

10:00～11:30

ハワイアンリトミックＫｕＫｕｎａ
ライフオーガナイザー２級認定講座
おひるねアートｔｓｕｍｕｇｉ

多目的ルーム 総おどり体操講習会

28（木）
10:30～11:30

保育室

Ｐｕａ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

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
・亀田地区公民館の
公式Facebookページが新しくなりました！

江南区文化会館からのお知らせ

シリーズ第３回目はイギリスのバロック期の音楽を中心にお届けします。
演奏者の間近でヨーロッパの古楽器演奏を聴くことのできる貴重なコン
サートに、どうぞ足をお運びください。
♪と き
♪ところ
♪演奏者
♪曲 目

９月１４日（木） 午後７時～午後８時（午後６時３０分開場）
江南区文化会館音楽演劇ホール特設ステージ
大作綾（リコーダー）／浅野京子（チェロ）／宮野美江子（チェンバロ）
リコーダー ソナタ イ短調 ＨＷＶ362（ヘンデル）
私を泣かせてください （ヘンデル）
ほか
♪席 数
７０席（全席自由） ※未就学児入場不可
♪チケット ５００円
受付にて好評発売中！
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亀田地区公民館

新潟市役所コールセンター TEL：025-243-4894

日程

時間

部屋

12,26（火）

10:00～11:30

保育室

9,23（土）

9:00～17:00

講座室１

6（水）

19:00～21:00
（第6回/全8回）

父親学級公開講座
「お父さんのためのアンガーマネジメント」

20（水）

19:00～21:00
（第7回/全8回）

父親学級
「すてきなパパへの道しるべ」

16（土）

11:00～15:00

江南区文化会館合同事業
「たまてKOBU ～みんなで藁笑(わらわら)～」

無料 当日直接会場へ
※弁当(800円)希望者のみ要申し込み
申込期間：9/4～9/10（電話申込み）

22（金）

10:00～12:00
（第１回/全4回）

かめだ散歩とはじめての俳句 ～俳句入門～

申し込み者のみ

多目的ルーム

催事名

問い合わせ先

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）

無料
事前申し込み 不要

学習室

無料 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

申し込み者のみ

亀田図書館
日程

時間

9/7（木）～

部屋
図書館内

開館時間中
開催中

特別コレクション室

2,16（土）

10:30～11:00

24（日）

11:00～11:30

13,27（水）

10:30～11:00

13,20,27（水）

10:00～13:00

催事名
テーマ展示
一般 ：「新潟・スポーツの秋」
子ども：「知ろう学ぼうおいしいごはん」
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

料金等

無料
事前申し込み 不要

おはなしのじかん
おはなしのへや

亀田図書館
025-382-4696

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。

10（日）

13:30～15:30

参加費：無料
対象・人数：一般 先着40人
新潟IPC財団ホームページ
（http://niigata-ipc.or.jp）
から申し込み

亀田図書館 ビジネスセミナー
多目的ルーム 「営業職の方必見！
営業効率をアップするノウハウ」

江南区郷土資料館
日程

時間

部屋

催事名

問い合わせ先

料金等

4 日（月） ～ 8日 （金） の間は、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）
12（火)～10/1（日）

開館時間中

23（土・祝）

14:00～14:40

28（木）

13:30～15:00

展示室

新津美術館所蔵品による移動美術館2017
「新潟時間旅行」

多目的ルーム むかし語りの会
講座室１

新潟市新津美術館
0250-25-1300
江南区郷土資料館
025-382-1157

古文書学習会

無料

亀田地区公民館からのお知らせ

江南区文化会館の亀田図書館、江南区郷土資料館、亀田地区公民館、ココモカフェが初の
合同イベントを開催！ めずらしい民具の紹介や、いろんな体験イベントも！！
11:00
11:10～

イベントスタート！
むかし語りスペシャル(江南区郷土資料館)

【ココモカフェ 特製弁当 販売】
お弁当（ドリンク付） 800円 30個限定！(先着予約)
※ 事前予約が必要です。
9月4日～10日（午前9時～午後9時）の期間中に
亀田地区公民館（☎ 025-382-3703)へお電話
ください。

★むかし語りや藁を使った民具の展示・紹介の他に
わらじ作りのパフォーマンスもあり！

11:50～
13:00～

お昼休憩
としょかんプチっと体験(亀田図書館)
★絵本の読み聞かせと本のコーティング体験！
ご持参の本を保護フィルムでコーティングできます。

14:00～

【問合せ先】亀田地区公民館 025-382-3703

みんなで作ろう！たまてＫＯＢＵ(亀田地区公民館)
★縄ないとバルーンアートで大きなＫＯＢＵちゃんを作ろう！！
出演：バルーンアーティスト ひまわりちゃん

15:00

イベント終了

申し込みは
いりません！
出入りも自由！！

