
　

11/15現在　

日 開演 催物名 料金等 主催・問合せ

1(日) 13:30

新潟市秋葉区社会福祉協議会
地域福祉推進フォーラム 2019
貧困の連鎖を繰り返さないために
地域でできることを考える

無料
秋葉区社会福祉協議会

0250-24-8376

3(火) 18:30
秋葉ジュニア合唱団
赤い鳥と季節の歌を一緒に歌おう

中学生以上
参加費500円
小学生無料

※未就学児不可

秋葉区文化会館
0250-25-3301

7(土) 16:00 吉俣 良　サウンドトラック・コンサート

全席指定
前売券4,500円

（当日4,800円）
※未就学児不可

秋葉区文化会館
0250-25-3301

10(火) 13:00
2019年度人権・同和教育啓発推進講座
越佐にんげん学校第11講座

参加費2,500円
電話申込(５日前までに)

新潟県人権・同和センター
025-211-4740

 14(土) 8:45 なかよしクリスマス会 関係者のみ
認定こども園あおぞら
認定こども園おひさま

認定こども園にじ

 15(日) 14:00
男声合唱　新潟メンネルコール
第11回演奏会at秋葉区文化会館

入場無料
新潟メンネルコール
風間　025-266-2917

16(月)
19(木)

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

 21(土) 18:30
落合みつを
『ひとり、弾き語りの夜』

全席自由
前売4,000円
当日5,000円

Smile Factory Co.Ltd
080-4121-0811

info@mitsuwo.com

　　練習室１
日 開演 催物名 料金等 主催・問合せ

8(日) 14:00
三間祐介　クリスマスコンサート
～ピアノ独奏と音楽あれこれ～

入場無料 三間　090-5584-9526

 27(金) 19:00
Ｃlassic Duo Ｃoncert
Ｃlarinet & Ｇuitar

全席自由
前売2,000円
当日2,500円

岩渕 080-6847-2033

　　　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

2(月) 19:00 練習室1

17(火) 19:00 練習室1

28(土) 14:00 ホール（彌勒忠史先生）

　　  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

2(月) 18:30 ホール

3(火) 18:30 ホール（ミニ・コンサート）

　　　　　　　　　　※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　催し物案内

　  

　ホール

10(火)
17(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

秋葉区文化会館
0250-25-3301

団員
秋葉区文化会館
0250-25-3301

団員
秋葉区文化会館
0250-25-3301

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

開催中～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



　

林家たい平独演会

秋葉区文化会館 イベント予告
今後の催し物のお知らせです。

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）

振付・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

好評発売中！

9月より11/9

秋葉ジュニア合唱団 赤い鳥 と

季節の歌を一緒に歌おう

3/14
（土）

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

開場：15:30／開演：16:00

[全席指定]前売 4,500円(当日4,800円)※未就学児不可

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・当館による共催。

講話：「健康のために出来る

事はなに？」富永佳子（新潟

薬科大教授）

講演：「皆で笑って健幸なま

ちづくり」江口歩

（新潟お笑い集団NAMARA代表、

にいがた健幸大使）

時間：開場13:00／開演13:30

入場無料 整理券有り

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）

観客を虜にするエネルギッシュな話芸、林家一門伝統の

サービス精神旺盛な落語で、会場を沸かせます！

どうぞお楽しみに。

時間：13：30開場／14：00開演

[全席指定]前売 3,500円（当日3,800円）※未就学児不可

前座：三味線漫談 林家あずみ

好評発売中！

杉山清貴＆三浦和人コンサート
～僕らの深夜放送～

二人のヒット曲を始め、青春時代ラジオから流れてきた懐

かしい曲の数々を、楽しく暖かいトークと爽やかなメロ

ディーでお贈りします。

開場：13:30／開演：14:00

[全席指定]6,000円 ※未就学児不可

5/17
(日)

1/15(水)発売開始！

好評受付中！

12/8(日)発売開始！


