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音楽演劇ホール
日程

時間

1（日）

13:00～
（開場 12:30）

5（木）

13:00～16:00
（開場 12:30）

9（月）

催事名

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

第6回 全国社会人落語祭り

江南区文化会館
025-383-1001

チケット完売
当日券なし

第8回 江南地区交通安全大会

江南区役所総務課
025-382-4526

無料
当日直接会場へ

10:00～
（開場 9:00）

琴伝流大正琴 第28回新潟県大会

高山
025-273-4069

無料
当日直接会場へ

14（土）

18:00～
（開場 17:30）

宮沢勝之コンサート in 新潟
いのちたちの詩

実行委員会事務局
(服部）090-4079-7496

大人 2,500円
子ども・小中学生 1,500円
当日券は300円増し

15（日）

14:00～
（開場 13:30）

三船優子 × 堀越彰
OBSESSION ｸﾗｼｯｸﾋﾟｱﾉとﾄﾞﾗﾑによる最小にして最大のｵｰｹｽﾄﾗ
＆ Quatre Flute

（伊藤）090-8582-0553
（水島）090-2531-8508

一般 3,000円
小学生以下 1,500円
当日券は500円増し
※ 未就学児無料

22（日）

14:00～
（開場 13:30）

新潟市江南区文化会館
025-383-1001

4,000円（当日500円増）
全席指定／未就学児入場不可
9月20日(水)からﾁｹｯﾄ販売開始

23（月）

一回目 13:30～15:10
二回目 19:00～20:40

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

江南区文化会館開館5周年 江南区区制10周年 記念イベント

岡本真夜コンサート

映画 「なぜ生きる -蓮如上人と吉崎炎上-」上映会
24（火）

一回目 10:00～11:40
二回目 13:30～15:10

28（土）

18:00～
（開場 17:30）

vol.36 Jazz＆Modern Dance Festival 2017

渡辺
080-5456-2942

自由席 1,800円（当日300円増）
指定席 2,300円（当日券なし）

29（日）

14:00～16:00
（開場 13:30）

Ｒｏｃｋ Ｂａｎｄ おかん Ｌｉｖｅ Ｔｏｕｒ ２０１７
二十年分の、一枚 ｉｎ Ｎｉｉｇａｔａ

遠藤
080-8155-0608

一般 3,000円
小・中学生 1,500円
当日券は500円増し
※ 未就学児無料

諸
日程

時間

部屋

1（日）

一回目 10:30～12:30
二回目 14:00～16:00

2,16,23（月）

19:00～21:00

講座室１

3,10,17,24,31（火）

10:00～11:30

講座室２

7,14,21（土）

室

催事名

問い合わせ先

料金等

Ｊｏｙ ｋｉｄｓ 紫竹
（稲垣）070-6574-1730

大人 1,000円／小人 500円
未就学児無料
事前申し込み 要

Ｋ・Ｍ・Ｄギタークラブ

高橋
090-2992-2228

会費：4,500円／月

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
050-3595-9278

参加費：1,500円
事前申し込み 要

吉村
090-5553-7527

参加費：2,500円
事前申し込み 要

ＣｏＣｏ Ｒｏｕｇｅ
025-369-4003

参加費：2,000円
事前申し込み 要
※ 予防接種後24時間以内 不可

藤井
090-5822-4256

無料
事前申し込み 不要

新潟県行政書士会 新潟支部
（相場）070-1189-8555

無料
事前申し込み 不要

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

多目的ルーム 映画「うまれる」自主上映会

和室１
9:00～10:30

28（土）

和室２

3,17（火）

10:00～11:30

保育室

6（金）

一回目 11:30～12:30
二回目 13:40～13:40

和室

12（木）

10:00～11:45

和室１

15（日）

11:00～16:00

22（日）

10:00～16:00

26（木）

10:00～11:30

30（月）

10:30～11:30

ハワイアンリトミックＫｕＫｕｎａ

おひるねアートｔｓｕｍｕｇｉ

ベビーマッサージ教室 ＆ 足型アート

多目的ルーム インサービューティーのすすめ 2017

講座室１

行政書士による無料相談会

多目的ルーム 総おどり体操講習会

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

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。

電話 025-383-1001（代表）

営業時間：10:00～17:00

休館日 毎月第３金曜日 全館

定休日 ：毎週金曜日

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！

平成29年10月新潟市江南区文化会館 催し物のご案内
H29.9.15発行

亀田地区公民館
日程

時間

部屋

10,24（火）

10:00～11:30

保育室

14,28（土）

9:00～17:00

講座室１

4,11,18,25（水）

10:00～12:00
（第1～4回/全5回）

10,17,24（火）

13:30～15:30
（全3回）

13（金）

10:00～12:00
（第4回/全4回）

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）

料金等
無料
事前申し込み 不要

学習室
幼児期家庭教育学級
「子育てを通じ大人も育つ 共育ちセミナー」

多目的ルーム

新潟市役所コールセンター TEL：025-243-4894

亀田地区公民館
025-382-3703

芸術セミナー
「まちの写真屋さんが教える 初級カメラ講座」

無料
9月19日（火）まで申し込み 可
材料費：300円 ※別途ﾌﾟﾘﾝﾄ料が必要
9月20日（水）から申し込み開始

かめだ散歩とはじめての俳句 ～発表と講評
～

申し込み者のみ

亀田図書館
日程

時間

部屋

開催中

図書館内
開館時間中

5日（木）～

特別コレクション室

7,21（土）

10:30～11:00

22（日）

11:00～11:30

催事名

問い合わせ先

料金等

亀田図書館
025-382-4696

無料
事前申し込み 不要

催事名
新津美術館所蔵品による移動美術館2017
「新潟時間旅行」

問い合わせ先
新潟市新津美術館
0250-25-1300

料金等

卓上織機で親子平織り体験会

江南区郷土資料館
025-382-1157

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⑧
-主な句碑・歌碑を訪ねる-」
おはなしのじかん

おはなしのへや

29（日）

11:00～11:30

おはなしのじかんスペシャル

11,25（水）

10:30～11:00

赤ちゃんタイム おはなしのじかん

11,18,25（水）

10:00～13:00

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。

22（日）

9:30～11:30

多目的ルーム 雑誌リサイクルフェア

江南区郷土資料館
日程

時間

部屋

9/12（火)～10/1（日）

開館時間中

展示室

7(土),8(日)

13:30～16:00

11(水）～29(日）

開館時間中

26（木）

13:30～15:00

講座室１

古文書学習会

28（土）

14:00～14:40

和室１，２

むかし語りの会

29(日)

14:00～15:30

食育パネル展（仮称）

無料
江南区郷土資料館
025-382-1157

第１回江南区郷土資料館歴史講座
多目的ルーム 「地域と芸術祭 ー歴史的に見た亀田郷ー」
講師：新潟中央短大教授 村木薫氏

江南区区制10周年

無料
定員40名（先着順）
10月1日(日)から申し込み開始

記念イベント

岡 本 真 夜 コンサート
10月22日（日）
前売り

4,000円 ／

開場/13:30 開演/14:00

当日

無料
対象・人数：小学生と保護者
各回15組（先着順）
9月17日(日)から申し込み開始

新潟市食育・花育センター
025-282-4181

江南区文化会館からのお知らせ
江南区文化会館開館5周年

無料

4,500円（全席指定）

9月20日（水） 9:00～販売開始
プレイガイド：ローソンチケット（Ｌコード 71220）
〈その他取り扱い〉
ヤマハミュージックリテイリング新潟店、江南区文化会館、
江南区地域課、りゅーとぴあ、北区文化会館、秋葉区文化会館

※未就学児入場不可

