
南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2018年 2 月号 

                  2月の休館日：5(月),13(火),14(水),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 

 1(木) 14:00～15:10 1時間で楽しめる「魔笛」ハイライト 小 1,000 円 
神奈川県民ホール事業課 
☎045-633-3721  

 2(金) 

13:15～15:30 
第 46回ゆめクラブ南足柄シニアセミナー 
（旧老人大学） 

大 無料 高齢介護課 ☎73-8046 

10:00～11:30 

14:00～15:30 
らくらくスマートフォン電話教室 展 

無料 
予約制 

ドコモショップ足柄開成店 
☎0120-608-170 

 3(土) 14:00～15:30 第 35回わかりやすい医学講話 小 無料 足柄上医師会 ☎83-1800 

 4(日) 

11:00～13:00 

14:30～16:30 
爆笑！お笑いフェス in南足柄 大 

前売
4,000 円 
当日 

4,500 円 

鵜飼興業株式会社 
☎052-221-1166 

10:00～12:05 県政報告会 小 無料 
せとよしお後援会 
☎73-5105 

6(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 

7(水) 
10:00～11:30 

14:00～15:30 
らくらくスマートフォン電話教室 展 

無料 
予約制 

ドコモショップ足柄開成店 
☎0120-608-170 

8(木) 

13:30～15:30 
第 46回ゆめクラブ南足柄シニアセミナー 
（旧老人大学） 

大 無料 高齢介護課 ☎73-8046 

14:30～16:00 食品衛生責任者講習会 小 無料 
小田原保健福祉事務所足柄上セ

ンター 生活衛生課 ☎83-5111 

9(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 

10(土) 
11:00～17:30 

昭和音楽大学附属音楽・バレエ教室 
小田原校発表会 

小 無料 
昭和音楽大学附属音楽・バレエ
教室小田原校 ☎24-1192 11(日) 

15(木) 

13:30～15:30 
第 46回ゆめクラブ南足柄シニアセミナー 
（旧老人大学） 

大 無料 高齢介護課 ☎73-8046 

10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 11回 
「夜霧よ今夜も有難う」 
(1967年 石原裕次郎・浅丘ルリ子) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

17(土) 12:30～15:30 音楽会 大 無料 友愛幼稚園 ☎35-1512 

21(水) 
11:00～12:00 

14:00～15:00 

1時間の小さな演奏会 
One hour Concert「楽しい弦楽器の世界」 

小 

中学生以上 

1,000 円 
3～12歳未満 

500円 
3歳未満無料 

One hour Concert事務局 
☎0120-5489-16 

24(土) 14:00～16:00 “音”ピアノ発表会 小 無料 YAHIROピアノ教室☎37-0112 

25(日) 
13:30～16:00 

南足柄市立 3中学校 
吹奏楽部ドリームコンサート 

大 無料 三浦幹雄 ☎090-8589-1953 

13:00～16:45 ブリリアント ピアノコンサート 小 無料 松本 ☎090-6178-3475 

※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 30年 1月 12日現在 
 

 

 

＜ヨガの街・南足柄 in金太郎みらいホール＞ 
2/1(木)、6(火)、8(木)、15(木)、20(火)、22(木)、27(火)（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）       2018年 3 月号 

                  3月の休館日：5(月),12(月),19(月),22(木),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) 17:30～20:00 第 7回スプリング Jazzコンサート 大 無料 
開成ジュニアアンサンブル 
☎82-9565 

 4(日) 13:00～15:30 第 14回マジック発表会 小 無料 
小田原マジッククラブ・レイ
ンボー ☎43-1567 

 7(水) 
10:00～11:30 

14:00～15:30 
らくらくスマートフォン電話教室 展 

無料 
予約制 

ドコモショップ足柄開成店 
☎0120-608-170 

 8(木) 13:00～17:00 

第 19回竹風書展 展 無料 竹風書芸会 ☎74-5838 
 9(金) 

10:00～17:00 

10(土) 

11(日) 10:00～16:00 

10(土) 14:30～16:30 ひなげしの会 ピアノ発表会 vol.13 小 無料 ひなげしの会 ☎74-7686 

11(日) 15:00～17:00 

東日本大震災復興支援コンサート 

神保彰 ワンマンオーケストラ 

コンサート 2018 

大 

ステージ席 

3,000 円 
客 席 

2,500 円 

文化スポーツ課 ☎73-8062 

14(水) 
10:00～11:30 

14:00～15:30 
らくらくスマートフォン電話教室 展 

無料 
予約制 

ドコモショップ足柄開成店 
☎0120-608-170 

15(木) 10:00～12:00 
ワンコインシアター映画の森  第 12回 
「潮騒」(1964年 吉永小百合・浜田光夫) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

17(土) 13:30～16:00 足柄高校吹奏楽部第 30回定期演奏会 大 無料 足柄高校吹奏楽部 ☎73-0010 

18(日) 
14:00～16:00 岡本中学校吹奏楽部定期演奏会 大 無料 

岡本中学校吹奏楽部 

☎74-2416 

13:30～16:30 スプリング・コンサート（発表会） 小 無料 杉谷 ☎090-5504-1040 

21(水) 14:00～16:00 南足柄中学校吹奏楽部第 6回定期演奏会 大 無料 
南足柄中学校吹奏楽部 

☎74-2415 

24(土) 10:00～16:00 ピアノ教室  発表会 小 無料 
れんげ幼稚園ピアノ教室 

☎24-5087 

25(日) 

17:00～19:30 第 34回定期演奏会 大 無料 西湘高校吹奏楽部 ☎47-2173 

10:30～16:30 足柄高校軽音楽部 Spring Live 小 無料 足柄高校軽音楽部 ☎73-0010 

30(金) 
14:00～15:30 立花学園高等学校演劇部 春季公演 小 無料 

立花学園高等学校演劇部  
☎83-1081 

10:00～19:00 ヤマハ音楽教室発表会 大 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 
31(土) 

※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 30年 2月 6日現在 
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