2018 年 5 月号

南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）

5 月の休館日：1(火),2(水),7(月),9(水),10(木),14(月),21(月),28(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

6(日)

13:00～16:30

第 4 回南足柄民謡会発表会

小

無料

南足柄民謡会 ☎73-5797

8(火)

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

12(土)

14:30～16:30

風薫る五月のアフタヌーンコンサート

小

3,000 円

13(日)

10:30～12:00

家庭倫理講演会

小

1,000 円

17(木)

10:00～12:00

小

500 円

☎0120-608-170
碓井 ☎090-6565-4124
家庭倫理の会小田原
小嶋初江 ☎070-5467-5633

ワンコインシアター映画の森 第 2 回
「太平洋ひとりぼっち」

文化会館 ☎73-5111

(1963 年 石原裕次郎、浅丘ルリ子)

20(日)

14:00～16:00

2018 たんぽぽコンサート

小

1,000 円

22(火)

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

10:00～20:00

南足柄市文化会館の大ホールで
スタインウェイピアノを
弾いてみませんか

25(金)
26(土)

(最終受付
19 時まで)

27(日)
31(木)

神奈川県大和講創立 90 周年記念大会

☎090-9328-4849
ドコモショップ足柄開成店
☎0120-608-170

1 枠/60 分
2,000 円

大

文化会館 ☎73-5111
1組1枠
まで

※事前申込制、客席への入場はできません
10:00～15:00

合唱団たんぽぽ

小

無料

神奈川県大和講
☎0463-73-2896

※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 4 月 1 日現在

＜ヨガの街・南足柄 in 金太郎みらいホール＞
5/16(水)、23(水)、30(水)
主催：南足柄市文化会館 指定管理者 アクティオ株式会社
共催：南足柄市商工会
時間/内容：○昼クラス『健康体操』13:00～14:00
○夜クラス『ヨガ』19:00～20:30
※現在夜クラスは、大好評につき満員です。空き状況についてはお問合せください。
場所：展示室 ※都合により変更になる場合がございます
料金：500 円（当日受付にてお支払いいただきます。
）
※現金のほか、映画の森鑑賞券１枚、金太郎くまさんカード満点券１枚、小田原百貨店グリーン
スタンプギフト券２枚、のいずれかでも参加いただけます。
定員：各回 35 名
持ち物：ヨガマットまたはバスタオル（必須）
申し込み：事前に文化会館事務室窓口または電話にて
問合せ：文化会館☎73-5111
※定員以上の申し込みの際には、お断り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。

2018 年 6 月号

南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）

6 月の休館日：4(月),11(月),18(月),25(月)
日

時間

2(土)

14:00～16:00

3(日)

9:30～16:30

7(木)

催し物

ホール

入場料

城山ハンドベルクラブ
ハンドベルコンサート

小

無料

菊地 ☎48-9058

第 34 回足柄民謡・民舞発表会

小

無料

足柄民謡民舞連合会
☎74-6792

10:00～11:45

図書館開館 30 周年記念事業
幼児期家庭教育講演会

小

無料

生涯学習課 ☎73-8036

8(金)

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

9(土)

11:00～19:45
(予定)

ヤマハエレクトーンフェスティバルソロ

小

無料

(株)大村楽器店 ☎23-1638

10(日)

13:30～16:00
※整理券配布
12 時から

音楽の祭典 vol.12
the Faith！音と人のぬくもりにふれて

大

無料

音楽の祭典実行委員会
☎080-9340-1755

12(火)

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

15(金)

17:40～20:10

NHK 公開収録「ふるさと自慢うた自慢」

大

19(火)

11:30～18:00

カラオケ発表会

小

無料

うた仲間「酔芙蓉」☎74-7106

20(水)

14:00～16:00

フルート研修会(入場は関係者のみ)

小

無料

オルフェ
佐藤 ☎090-2540-1917

小

500 円

文化会館 ☎73-5111
ドコモショップ足柄開成店
☎0120-608-170

大村楽器店別大会

事前応募制
5/21 締め切り

問い合わせ先市外局番の非表示は 0465

文化スポーツ課 ☎73-8062
すい ふ よ う

ワンコインシアター映画の森 第 3 回
10:00～12:00

(1963 年 オードリー・ヘプバーン)

21(木)

23(土)
24(日)
27(水)

「シャレード」

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

11:30～13:30

家庭倫理の会 シニア弁論大会

小

無料

家庭倫理の会小田原
小嶋 ☎070-5467-5633

第 51 回南歌謡連盟足柄発表大会

大

無料

南歌謡連盟足柄 ☎74-7291

10:00～16:30

発表会「すてきな音楽会」

小

無料

仙田 ☎73-5638

12:30～16:00

藤流ゆかたざらい

小

無料

日本舞踊藤流 杉本☎73-3107

12:30～
(予定)

ヤマハエレクトーンフェスティバルアンサンブル

9:20～16:30

30(土)

大村楽器セミファイナル大会

大

1,000 円
6/30,7/1 共通

在宅医療・介護連携地域講演会とシンポジウム
18:00～20:30

住み慣れた町でその人らしく最後まで
穏やかに暮らしたい

小

(株)大村楽器店 ☎23-1638
足柄上地区在宅医療・介護連
携支援センター ☎43-8172

無料

※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 5 月 5 日現在

＜ヨガの街・南足柄 in 金太郎みらいホール＞
6/6(水)、13(水)、20(水)、27(水)
主催：南足柄市文化会館 指定管理者 アクティオ株式会社 共催：南足柄市商工会
時間/内容：○昼クラス『健康体操』13:00～14:00
○夜クラス『ヨガ』19:00～20:30
※現在夜クラスは、大好評につき満員です。空き状況についてはお問合せください。
場所：展示室 ※都合により変更になる場合がございます。
（6/6 はリハーサル室）
料金：500 円（当日受付にてお支払いいただきます。）
※現金のほか、映画の森鑑賞券１枚、金太郎くまさんカード満点券１枚、小田原百貨店グリースタンプ
ギフト券２枚、のいずれかでも参加いただけます。
定員：各回 35 名 持ち物：ヨガマットまたはバスタオル（必須）
申し込み：事前に文化会館事務室窓口または電話にて 問合せ：文化会館☎73-5111
※定員以上の申し込みの際には、お断り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。

