
　

10/15現在　

日 開演 催物名 料金等 主催・問合せ

3(日) 13:30 第35回　秋葉区吹奏楽フェスティバル
全席自由

無料
（要整理券）

主催　新津吹奏楽協会
問合　新津五中　矢澤

0250-22-0477

 4(月祝) 13:30
あきは未来フォーラム
令和元年度　秋葉区青少年健全育成・人権啓発・安心安全社会推進大会
特別記念講演会「命の参観日」

全席自由
無料

秋葉区青少年育成協議会事務局
（新津地区公民館内）

0250-22-9666

6(水)
18(月)

9:00～17:00
全8コマ スタインウェイを弾いてみよう

事前申込者のみ
1コマ500円

秋葉区文化会館
0250-25-3301

 9(土) 14:00
秋葉区文化会館レジデンス合唱団

フォリエ定期演奏会2019秋 　空を見上げる。月に歌う。

1,000円
（当日1,200円）

全席自由

秋葉区文化会館
0250-25-3301

 10(日) 10:00 新潟県腎臓病患者友の会　第15回秋季研修会 関係者のみ 新潟県腎臓病患者友の会

 10(日) 14:00
秋葉区邦楽連盟
箏・三弦・尺八演奏会

無料
全席自由

秋葉区邦楽連盟
中村　0250-22-7314

 12(火) 14:00
令和元年度
新潟市食品衛生責任者実務講習会

関係者のみ
新潟市保健所

食の安全推進課
025-212-8226

 16(土)
第一部10：45
第二部14：00 スタジアス音楽教室　ピアノ発表会　2019 関係者のみ

スタジアス音楽教室
0250-47-7011

 19(火) 13:00 年末調整説明会 関係者のみ
新津税務署法人課税部門

0250-22-2151

 23(土祝)
昼の部13：00
夜の部18：00

JAZZ DANCE SPECIAL vol.32
堀山厚子ダンススタジオ発表会

前売1,500円
当日1,800円

ホリヤマカンパニー
0250-24-1717

 28(木) 13:30
令和元年度秋葉区自治協議会提案事業
笑って、歌って、みんなで楽しく健康づくり
第1部:感謝状贈呈式　第2部:笑いヨガ　第3部:合唱

無料
全席自由

TEL又はFAXで要申込
（先着400名）

11月1日（木）～受付

秋葉区役所地域総務課
企画・地域振興グループ

TEL：0250-25-5672
FAX：0250-22-0228

 30(土) 9:30 第24回ＪＲ東日本芸能クラブ全社大会 関係者のみ ＪＲ東日本芸能クラブ

　　練習室１
日 開演 催物名 料金等 主催・問合せ

2(土) 13:30 野の花　秋の音楽会 関係者のみ 野の花音楽教室

 14(木) 10:00 地区別総代会議 関係者のみ
コープクルコ
025-260-3351

 18(月) 10:00 地区別総代会議 関係者のみ コープにいがた

 24(日) 10:00 民謡松本会　発表会 無料 民謡松本会

　　　レジデンス合唱団フォリエ練習日
日 時間 練習会場 料金等 主催・問合せ

1(金) 19:00 ホール

8(金) 19:00 ホール（彌勒先生レッスン：定期演奏会リハーサル）

17(日) 14:00 練習室1（彌勒先生レッスン）

　　  秋葉ジュニア合唱団赤い鳥練習日
日 時間 練習会場 料金等 主催・問合せ

14(木) 18:30 練習室1

21(木) 18:30 ホール

28(木) 18:30 ホール

　　　　　　　　　　※お問い合わせは、それぞれの主催者様までお願いします。

　　　　　　　　　　　主催者様の都合により掲載されていない催し物もございます。

　　　　　　　　　　　また、公演内容等が変更される場合がございます。予めご了承ください。

　  

秋葉区文化会館
0250-25-3301

団員
秋葉区文化会館
0250-25-3301

団員

　ホール

　秋葉区文化会館　催し物案内

秋葉区文化会館
0250-25-3301

12（火）
26（火）

10:00～10:40
11:00～11:40

おやこふれあいあそび

わくわくリトミック 第３期
事前申込者のみ
各期(6回)4,800円

11月休館日 第２・第４月曜日
（該当日が祝日の場合はその翌日）

団員を随時募集しています！入団申込み、見学もお気軽にお問い合わせ下さい！

秋葉区文化会館

http://akiha-bunka.com

2019年

団員を随時募集しています！入団申込み、見学もお気軽にお問い合わせ下さい！

●ペーパーアート・ペーパーアート

彫紙アート作品、ローズウィンドウ作品

11/14～12/15※最終日は17時まで 主催:佐山美幸

なお期間中でも一時撤去させていただく場合がございます。ご了承ください。

ロビー展示のご案内



　

秋葉区文化会館 イベント予告

新潟市秋葉区文化会館
(指定管理者 秋葉区文化会館共同事業体）

〒956-0033新潟市秋葉区新栄町4番23号

TEL:0250-25-3301
FAX:0250-25-3322

休館日 毎月第2第4月曜日
（該当日が国民の祝日にあたる場合はその翌日）

年末年始（12/29～1/3）

開演：①13:30 ②17:00 開場：各30分前

入場料：500円 全席自由

2020年の新作ミュージカルに向けたワークショップを10月から開

催し、幅広い年齢層の参加者が演技やダンス、歌の練習をしてき

ました。その成果を、このトライアル公演で発表します。どうぞ

お楽しみに！

演出：嶽本あゆ美（劇作家・演出家）

演技指導・演出助手：斉木としや

新作アキハ・ミュージカル

「走れ！ロコモーション」トライアル公演

11/22（金）
発売開始！

9月より11/9

秋葉ジュニア合唱団 赤い鳥

第1期生団員募集

秋葉ジュニア合唱団 赤い鳥 と

季節の歌を一緒に歌おう

歌うことが好きな小学4年生～中学3年生はどなたでも入団

できます。※今年度は小学3年生～ＯＫ

月 謝：3,000円 楽譜代､演奏会出演料、制服代別途

練習日：月3回程度 木曜日 18:30～20:30

土日祝日13:30～16:00

発表会：年1回程度

講 師：柳本幸子(声楽家)

斉藤晴海(ピアノ)
参加申込み

好評受付中！

活動中

1/19
（日）

日本屈指の劇伴作曲家

吉俣 良 サウンドトラック・コンサート

10/25（金）より受付開始！

開場：15:30／開演：16:00

[全席指定]前売 4,500円 (当日各300円増)※未就学児入場不可

出演：吉俣良 with ストリングス・クインテット

オープニング・アクト：

新津第一中学校吹奏楽部

12/7
(土)

好評発売中！

大河ドラマ「江」「篤姫」、連続テ

レビ小説「こころ」、「Dr.コト―

診療所」「プライド」など、数々の

作品で多くの人の心を動かしてきた、

日本が誇る劇伴音楽のスペシャリス

ト・吉俣良。彼が手掛けた作品を、

自身のピアノと弦楽五重奏団の演奏

でお送りするドラマチックなコン

サート。

©KeitaHaginiwa2019

新潟セントラルフィル

ハーモニー管弦楽団 第6回演奏会

ロマン派音楽のいぶき

～フランスの風、ドイツの薫り

県内の演奏家で構成される新潟セントラルフィル

ハーモニー管弦楽団。今回は、19世紀のフラン

ス・ドイツのロマン派をテーマとした演奏会。

開場：14:00／開演：14:30

[全席自由]前売 一般3,000円 (当日3,500円)

※未就学児不可

【問い合わせ】新潟セントラルフィルハーモニー

管弦楽団（090-4135-5229／石丸）

2/2
(日)

健康自立フォーラム
1/26
(日)

秋葉区健康福祉課・新潟薬科大学・

当館の共催で、今年も健康に関する

フォーラムを実施します。

テーマ：企画中

講演：江口歩（お笑い集団NAMARA

代表）

開場／開演：未定

入場無料

12/3
（火）

9月より11/9

秋葉区演劇フェスティバル

高校演劇発表会

1/5
(日)

秋葉区近郊の高校生に舞台発表経

験を積んでもらうと同時に、演劇

部同士の交流をはかる催し。

開場：12:00／開演：12:30

終演：17:00

全席自由

入場無料

9月から活動を始めた赤い鳥と一緒に季節の歌を歌う会を開

催します。歌が好きな方はぜひご参加ください。

赤い鳥講師によるミニコンサートもあります。

時間：18:00開場 18:30開始

参加費：500円（中学生以上）／小学生無料（未就学児不可）

講 師：柳本幸子（歌唱指導）

斉藤晴海（ピアノ）

11/8（金）発売開始！


