
南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）     2017 年 5 月号 

       5月の休館日：1(月),2(火),3(水),8(月),9(火),10(水),11(木),15(月),22(月),29(月) 
日 時間 催し物 ホール 入場料 問い合わせ先 市外局番の非表示は 0465 

 7(日)  9:30～16:30 第 33回 民謡民舞発表会 小 無料 足柄民謡民舞連合会☎74-6792 

13(土)  9:30～16:30 歌謡発表会 小 無料 遠藤歌謡教室 ☎74-4319 

14(日) 13:00～16:30 
第 3回南足柄民謡発表会  

南足柄合同発表会 
小 無料 

南足柄民謡会 

渡部 ☎73-5797 

18(木) 10:00～15:00 御詠歌
ご え い か

大会 小 無料 
神奈川県大和講

やまとこう

 

西光
さいこう

寺
じ

内 ☎0463-73-2896 

20(土) 15:00～16:40 こひつじ学園 50周年記念式典 小 無料 
NPO法人愛の光 認定こども園

こひつじ学園 ☎36-1789 

21(日) 14:00～16:00 
ソニック・マスター・オーケストラ 

結成 15周年記念コンサート 
大 無料 

ソニック・マスター･オーケストラ 

真鍋 ☎83-3247 

25(木) 10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 2回 

「俺は待ってるぜ」 

(1957年 石原裕次郎・北原三枝) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

28（日） 10:00～16:00 

第 5回ウルトラ元気なまちづくり！ 

無料 

ウルトラ元気なまちづくり実行

委員会 ☎73-5981 

(有限会社創進内 

10:00～17:15受付・日祝休み) 

相洋高校和太鼓部演奏会 

映画「みんなの学校」上映会 

※展示室での催しも予定しております 

♪詳細はお問い合わせ先まで♪ 

大 

小 

30（火） 13:30～ 
第 7回小田原市・南足柄市「中心市のあり

方」に関する任意協議会 
小 ― 

小田原市・南足柄市「中心市の

あり方」に関する任意協議会 

☎33-1239 

※都合により内容を変更する場合があります。催し物のお問い合わせは、表中の問い合わせ先へお願いします。 

※練習室・リハーサル室などでの利用や、主催者から掲載希望のない催し物については掲載していません。 

 

 

 

指定管理者 アクティオ株式会社 

平成 29年 4月 14日現在 

 

 

 

ワンコインシアター映画の森 ※毎月 1回開催 

9時 30分開場 10 時上映 小ホールにて 全席自由 

◇1回券 500円 

◇お得な 5回券 2,000円 

有効期限…2018年 3月末日 

春風亭小朝と清水ミチコ 大演芸会『落語とピアノバラエティ』 

2017年 6月 4日（日）14時 30分開場 15時開演 大ホールにて 

全席指定 一般：4,000円（税込） ※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います 

チケット残席わずか！ 

詳細 お問い合わせは 文化会館 0465-73-5111まで 

チケット発売情報  文化会館 1 階事務室窓口にてご購入いただけます！ 



南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）     2017 年 6 月号 

                    6月の休館日：5(月),12(月),19(月),26(月) 
日 時間 催し物 ホール 入場料 問い合わせ先 市外局番の非表示は 0465 

 3(土)  14:00～16:00 南足柄市と小田原市との合併を考える 小 
300円 

資料代として 
渡辺紘治 ☎090-4389-9773 

4(日) 

15:00～17:00 
春風亭小朝と清水ミチコ 大演芸会 

『落語とピアノバラエティ』 
大 

4,000 円 

残席わずか 
文化会館 ☎73-5111 

11:00～19:15 
ヤマハエレクトーンフェスティバルソロ 

大村楽器店別大会 
小 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 

 8(木) 10:00～11:45 幼児期家庭教育講演会 小 無料 生涯学習課 ☎73-8036 

10(土) 13:00～16:30 第 15回 竹
たけ

・絲
いと

の集
つど

い 小 無料 事務局 奥津 ☎74-7167 

11(日) 13:30～16:00 
音楽の祭典 vol.11 

RESTART!走り出す。新たな出逢いを求めて 
大 

無料 

整理券配布 

12:00～ 

音楽の祭典実行委員会 

☎080-9340-1755 

14(水) 10:00～15:00 補聴器の説明相談会 展 無料 新日本補聴器㈱ ☎34-1332 

15(木) 10:00～12:00 
ワンコインシアター映画の森  第 3回 

「警察日記」(1955年 森繁久彌・伊藤雄之助) 
小 500円 文化会館 ☎73-5111 

17（土） 13:00～15:35 こもれびコンサート 小 無料 瀧本 ☎74-9011 

18（日） 13：00～15:30 相洋高校和太鼓部自主演奏会 鼓動’17 大 無料 相洋高校和太鼓部 ☎22-0211 

20（火） 9:40～16:30 カラオケ発表会 小 無料 うた仲間「酔
すい

芙蓉
ふ よ う

」☎74-7106 

22(木) 13:00～16:00 藤流ゆかたざらい 小 無料 
日本舞踊藤流  

藤 智悦廣(杉本) ☎73-3107 

25(日) 

9:20～16:30 第 49回 南歌謡連盟足柄発表大会 大 無料 
南歌謡連盟足柄 事務局 

☎74-7291 

13:00～16:00 バイオリン・ピアノ発表会 小 無料 矢後 ☎090-2750-2157 

※都合により内容を変更する場合があります。催し物のお問い合わせは、表中の問い合わせ先へお願いします。 

※練習室・リハーサル室などでの利用や、主催者から掲載希望のない催し物については掲載していません。 

 

 

 

指定管理者 アクティオ株式会社 

平成 29年 5月 4日現在 

 

 

 

ワンコインシアター映画の森 ※毎月 1回開催 

9時 30分開場 10 時上映 小ホールにて 全席自由 

◇1回券 500円 

◇お得な 5回券 2,000円 

有効期限…2018年 3月末日 

チケット発売情報  文化会館 1 階事務室窓口にてご購入いただけます！ 
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