
　

9/15現在　

日 開演 催物名 料金等 主催・問合せ

1(火)
11(金)

9:00～17:00
全8コマ

　　　　　　　第3期（12～3月）

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

5(土)
①10:00
②13:30

映画「日日是好日」を観る会
一般1,000円

障がい者･中高校生500円
小学生以下無料(保護者同伴)

新日本婦人の会新津支部
0250-24-5401

 12(土) 13:00 ギター・ウクレレ定期演奏会
無料

全席自由
秋葉区ギターアンサンブル

関口　090-7173-8201

 14(月祝) 10:00
第38回
高齢ご招待民謡舞踊　秋の大会

無料
全席自由

新潟県民謡舞踊協会
井上　090-1403-2866

 20(日) 16:00
朗読音楽劇　あらしのよるに
～ガブとメイ　思い出のあしあと～
出演：竹下景子、きむらゆういち

全席自由
一般3,000円

中学生以下1,000円
（当日300円増）

秋葉区文化会館
0250-25-3301

 22(火祝) 12:30 2019　秋葉音楽祭
演奏協力費500円
小学生以下無料

秋葉区音楽協会
町屋　0250-22-2807

 25(金) 18:30 秋葉区ご当地連携研修会 関係者のみ 新潟市地域医療推進課

 26(土) 17:00 Ｈ ZETTRIO TOUR 2019  ー気分上々ー
全席指定

一般5,000円
スーパーキャスト

026-263-1000

 27(日) 13:00
スウィングハード・ジャズオーケストラ
第16回オータム・ライブ

入場無料 小林　0250-24-1920

　　練習室１
日 開演 催物名 料金等 主催・問合せ

6(日) 13:00 ピアノ発表会 関係者のみ ほしぞらピアノ教室

 11(金) 14:00 法人税・消費税申告説明会 関係者のみ
公益社団法人 新津法人会

0250-23-3488

 17(木) 13:00 「学校説明会」及び「地域の声を聞く会」 関係者のみ 新潟県立新津高等学校

 27(日) 11:00 ハナミズキ  フラダンス発表会 入場無料 敷地　090-4838-5652

 27(日)
昼公演 14:30
夜公演 18:00

海外支援のためのチャリティーコンサート2019
ピアノ：小林優香（昼）栗林里帆（夜） チェロ：山内睦大　 バリトン：塙康平
※昼公演と夜公演でプログラムは一部異なります

全席自由
一般1200円
学生800円

（電話又はメールで予約後
当日会場でお支払い）

海外支援チャリティーコンサート2019
実行委員会

050-3707-1413（留守番電話可）
niigata_charity-concert2019

@yahoo.co.jp

　　　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

4(金) 19:00 練習室1

14(月祝) 14:00 新津地域交流センター（彌勒先生レッスン）

23(水) 19:00 ホール

　　  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

 3(木) 18:30 練習室1

10(木) 18:30 練習室1

24(木) 18:30 ホール

31(木) 18:30 練習室1

　　　　　　　　　　　　　※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

団員
秋葉区文化会館
0250-25-3301

団員
秋葉区文化会館
0250-25-3301

8（火）
26（土）

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２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

10月休館日 15日(火)、28日(月)

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！

第3期募集：10月26日～

第3期申込受付中！

●私の秋葉区写真展（テーマ：秋葉区の春・夏）

10/1～10/31 ※最終日は15時まで主催:新津美術協会写真部

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



　

朗読音楽劇 あらしのよるに
～ガブとメイ 思い出のあしあと～

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

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）

開場：15:30／開演：16:00

[全席自由]前売 一般3,000円 中学生以下1,000円(当日各300円増)

第1部 朗読･演奏会 原作/きむらゆういち 朗読/竹下景子
作曲/片野真吾 朗読台本/遠藤吉博 演奏:Raindrops

第2部 きむらゆういち氏と竹下景子氏との対談

参加費：2,000円(全12回)

対 象：小学5年生以上

2020年に公演を予定しているアキハ･ミュージカル創作に向

けてワークショップを開催します。3ヵ月間、演技やダンス、

歌の練習をし、最後にお客様の前でその成果を発表するト

ライアル公演(1/19(日)予定)を行います。

ミュージカルには、小中高生や学校の友達、先生、家族、

街の商店街の人々、鉄道機関士たちが登場します。

幅広い年齢で、演技が初めての

方も大歓迎です。

新作アキハ・ミュージカル トライアル公演

走れ！ロコモーション 参加者募集

～ 空を見上げる。月に歌う。～

成長し続けるレジデンス合唱団フォリエ。2019年

の練習の成果を披露します。

開場：13:30／開演：14:00

[全席自由]前売 一般1,000円(当日1,200円)

※前売完売の場合は、当日の販売はありません。

※3歳未満膝上鑑賞無料（大人1人につき1名まで）

曲目(予定)：抒情小曲集「月の角笛」木下牧子作曲 他

指 揮：彌勒忠史（みろくただし）

ゲスト：二胡 沈琳（シェンリン）
好評受付中！

10/20
(日)

秋葉ジュニア合唱団 赤い鳥

第1期生団員募集

おやこふれあいあそび

わくわくリトミック 第３期募集

10/8(火)

より第３期

開講

歌うことが好きな小学3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

嬉しい！楽しい！喜び！が、脳と心をスクスク育みます
様々な音遊びを通して身体的･感覚的･知的に優れた子どもたちを育て、

個々に持っている「潜在的な基礎能力」を引き出します。広い会場、グラ

ンドピアノの生演奏で一緒に楽しみましょう!!

対象：3歳未満のお子様と保護者

首が座ったらもぐもぐコース／あんよができるようになったらきらきらコース

開講日：第3期(10～12月) 10/8(火)･26(土)､11/12(火)･26(火)､12/10(火)･17(火) 

時間：きらきらコース10:00～10:40／もぐもぐコース11:00～11:40

受講料：各期(全6回)4,800円(税込･保険代込)

定員：各コース20組※お子様1名につき、保護者１名のご参加をお願いいたします。

申込締切：第3期 10/6(日)17:00まで

※但し、定員になり次第締め切り

10/25～
(金)

11/9
(土)

好評受付中！

好評受付中！

チケットのお求めはお早めに！

世界中で愛読されている絵本「あらしのよるに」を

女優竹下景子の朗読と、この公演の為に作曲された

オリジナル楽曲の生演奏との共演でお楽しみ頂きま

す。第2部では原作者きむらゆういち氏も登場し、

竹下景子氏の対談でさらに作品を掘り下げていきま

す。

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)

10/5（土）～受付開始！

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


