
南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）     2017年 10 月号 

               10月の休館日：2(月),10(火),11(水),16(月),23(月),30(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(土) 13:00～15:00 柳家三三
さ ん ざ

 南足柄金時寄席 小 
前売 3000円 

当日 3500円 

株式会社 三三  
☎090-8478-0895  

 8(日) 14:00～16:00 5本のフルートによる音の花束 小 1000円 長谷川 ☎090-9687-1066 

 9(月) 13:30～16:00 社会福祉大会 小 無料 社会福祉協議会 ☎73-1575 

18(水) 
13:45～15:20 

南足柄中学校文化祭（芸術鑑賞会） 
※入場は関係者のみ 大 

無料 南足柄中学校  ☎74-2415 
13:45～16:00 南足柄中学校文化祭 展示 展 

19(木) 

9:25～15:30 
南足柄中学校文化祭 
（合唱コンクール、吹奏楽など） 

大 

9:10～15:40 南足柄中学校文化祭 展示 展 

10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 7回 
「憎いあンちくしょう」 
(1962年 石原裕次郎・浅丘ルリ子) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

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

21(土) 

9:00～15:00 
平成 29年度足柄上郡・南足柄市中学校 
文化活動発表会（美術展） 

小 
無料 

足柄上郡・南足柄市中学校長会 

岡本中学校 ☎74-2416 10:45～15:20 
平成 29年度足柄上郡・南足柄市中学校 
文化活動発表会（舞台発表） 

大 

22(日) 14:00～15:10 

子ども会連合協議会主催 
第 13回たのしい鑑賞会 
アンディ先生のマジック＆イリュージョンショー 

大 

会員 700円 
大人・会員以外 

1000円 

未就学児無料 

子ども会連合協議会 

矢後 ☎090-7693-8007 

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

芙蓉
ふ よ う

」☎74-7106 

29(日) 
10:00～12:50 

13:10～16:10 
ピアノ発表会 小 無料 

まつしまピアノ教室 
☎090-8491-6574 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民文化祭関連 
日 時間 催し物 ホール 入場料 問い合わせ先 

1(日) 13:30～16:30 演奏会 大 

無料 文化スポーツ課 ☎73-8062 

3(火)～  

8(日) 

9:00～18:00 

最終日は 16:00まで 
公募南美展 展 

8(日) 9:20～16:30 歌謡大会 大 

13(金) 9:50～11:30 小学校音楽会 大 

13(金)～

15(日) 

9:30～17:00 

最終日は 16:00まで 
写真展 展 

15(日) 13:00～16:00 吟詠大会 小 

29(日) 13:00～16:00 音楽会 大 

 

指定管理者 アクティオ株式会社 

平成 29年 9月 8日現在 

 

 

 

＜ヨガの街・南足柄 in金太郎みらいホール＞ 
10/24(火)、26(木)（以降は別途ご案内します） 
共催：南足柄市商工会／南足柄市文化会館 指定管理者 アクティオ株式会社 
時間：19:00～20:30 
場所：展示室 
料金：500円（当日受付にて徴収いたします）  持ち物：ヨガマットまたはバスタオル（必須） 
申し込み：事前に商工会へ                      問合せ：商工会☎74-1346／文化会館☎73-5111 
※定員以上の申し込みの際には、お断りの連絡をさせていただくことがございますのでご了承ください。 
また、ご予約のない方は当日お断りする可能性がございますので事前にご予約をお願い致します。 



南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）     2017 年 11 月号 

               11 月の休館日：6(月),7(火),13(月),20(月),24(金),27(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 

 9(木) 19:00～20:30 議会報告会 小 無料 
南足柄市議会事務局 
☎73-8038 

10(金) 13:50～16:30 平成 29年度 市立学校教職員研究発表大会 大 無料 教育研究所 ☎73-8061 

11(土) 
14:00～16:30 

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 

キャンディーコンサート 2017in足柄 
大 

一般 1000円 

中学生以下

500円 

当日 500 円増 

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 

http://www.touonkai.com/ 

10:00～18:00 

ヤマハ英語発表会 小 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 
12(日) 10:00～18:20 

15(水) 
9:20～16:00 

第 28回高齢者文化祭 
芸能大会 小 

無料 高齢介護課  ☎73-8046 
9:30～16:00 作品展 展 

16(木) 10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 8回 
「にあんちゃん」 
(1959年 長門裕之・吉行和子) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

18(土) 10:00～18:00 
ヤマハ英語発表会 小 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 

19(日) 
10:00～17:45 

14:00～16:00 かざみどり 20周年コンサート 大 無料 かざみどり 香川 ☎36-8312 

21（火） 13:30～16:00 平成 29年分 年末調整等説明会 小 無料 小田原税務署 ☎35-4511 

22（水） 18:30～20:30 あしがらクラブ 市民交流会 小 無料 石田 ☎73-2004 

25（土） 9:30～18:00 
第 22回 南足柄児童作品展 展 

無料 
南足柄児童作品展実行委員会
☎72-1283 

26(日) 

9:30～16:00 

10:00～11:30 第 22回 南足柄児童作品展 表彰式 小 

14:00～16:00 コールこまちよ 第 6回コンサート 大 無料 
コールこまちよ  
保田 ☎090-4536-4573 

14:00～16:30 ピアノ発表会 小 無料 
ドレミの会  
金井 ☎72-1724 

30(木) 9:30～16:30 第 3回せとよしお「うた仲間カラオケの集い」 小 無料 朝倉 ☎090-4937-2570 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 42 回南足柄市民文化祭 

○大ホール：芸能大会                                        ○大ホール：日本舞踊公演 

4(土)10:50～15:21 / 5(日) 9:43～15:10                12(日)12:00～16:30 

○小ホール、展示室、館内各所：姉妹都市交流コーナー・文化財展 

絵手紙展・ビデオ映写展・手芸工芸展・盆栽展・書道展・俳句展 

4(土) 9:30～17:00 / 5(日) 9:30～16:00 

指定管理者 アクティオ株式会社 

平成 29年 10月 7日現在 

 

 

 

＜ヨガの街・南足柄 in金太郎みらいホール＞ 
11/9(木)、16(木)、21(火)、28(火)、30(木)（以降は別途ご案内します） 
共催：南足柄市商工会／南足柄市文化会館 指定管理者 アクティオ株式会社 
時間：19:00～20:30 
場所：展示室 
料金：500円（当日受付にて徴収いたします）  持ち物：ヨガマットまたはバスタオル（必須） 
申し込み：事前に商工会へ                      問合せ：商工会☎74-1346／文化会館☎73-5111 
※定員以上の申し込みの際には、お断りの連絡をさせていただくことがございますのでご了承ください。 
また、ご予約のない方は当日お断りする可能性がございますので事前にご予約をお願い致します。 

問い合わせ：文化スポーツ課 73-8062 
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