
南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2018年 11 月号 
11月の休館日：5(月),6(火),12(月),19(月),26(月),27(火) 

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(金) 13:45～16:30 平成 30年度 市立学校教職員研究発表大会 大 無料 
教育研究所（教育指導課） 

☎73-8037 

10(土) 
13:00～16:00 

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部 

キャンディーコンサート in南足柄 
大 

一般 1000円 

小学生以下

500円 

文化会館 ☎73-5111 

13:15～18:10 
ヤマハ英語発表会 小 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 

11(日) 10:00～17:55 

14(水) 
9:20～16:00 

第 29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 

15(木) 
10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 8回 
「月は上りぬ」 (1955年 笠智衆、佐野周二) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

10:00～12:00 

14:00～16:00 
らくらくスマートフォン体験会 展 

無料 
事前予約制 

ドコモショップ足柄開成店 
☎0120-702-227 

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

17（土） 13:00～15:30 社会福祉大会 小 無料 社会福祉協議会  ☎73-1575 

18（日） 10:45～14:30 第 63回神奈川県身体障害者福祉大会 大 無料 
神奈川県身体障害者連合会 
☎045-311-8736 

22（木） 
10:00～12:00 

14:00～16:00 
らくらくスマートフォン体験会 展 

無料 
事前予約制 

ドコモショップ足柄開成店 
☎0120-702-227 

23（金） 
14:00～16:00 混声合唱団シグナス’94 2018演奏会 大 1,000 円 堀 ☎090-6712-1431 

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

24（土） 
10:00～17:55 

13:00～16:00 バトンチームチェリーズ 25周年記念発表会 大 無料 
バトンチームチェリーズ 
一寸木 ☎090-9812-2514 

25（日） 
14:00～16:00 女声コーラス菜の花 30周年記念コンサート 大 無料 日比野 ☎72-0557 

14:30～16:00 Gruppe Vokale 第 20回(35周年)記念発表会 小 無料 岡田 ☎34-7125 

29（木） 9:30～17:00 第 4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 

30（金） 18:30～20:30 
在宅医療・介護連携地域講演会 
映画「生きたひ」と講演会 

小 無料 
足柄上地区在宅医療・介護連
携支援センター ☎43-8172 

※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 43 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 

3(土)10:50～15:41 / 4(日) 9:43～15:54                11(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 

3(土) 9:30～17:00 / 4(日) 9:30～16:00 
 

＜ヨガの街・南足柄 in金太郎みらいホール＞ 
11/7(水)、14(水)、21(水)、28(水) 

時間/内容： ○昼クラス『ヨガ』13:30～14:30  ○夜クラス『ヨガ』19:00～20:30 
※１０月より昼クラスが「ヨガ」になりました。初心者の方にも取り組みやすい内容になっています。 

場 所： 展示室（11/7、11/21、11/28）、リハーサル室（11/14） ※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） ※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： 35名（11/7、11/21、11/28）、25名（11/14） 
持ち物： 飲み物、汗拭きタオル、ヨガマット（大きめのバスタオル）  動きやすい服装でご参加ください。 
申込み： 事前に文化会館事務室窓口または電話にて  （文化会館☎73-5111） 
※定員超過の際にはお断りする場合があります。また、ご予約のない方は当日お断りすることがありますので事前予約をお願いします。 

指定管理者 アクティオ株式会社 

平成 30年 10月 11日現在 

問い合わせ：文化スポーツ課 73-8062 



南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2018年 12 月号 
12月の休館日：3(月),10(月),17(月),25(火),26(水),28(金)～1/3(木) 

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(土) 

10:00～13:30 音楽リズム発表会 大 無料 華綾幼稚園  ☎74-5454  

11:15～13:00 大村コンポーザーフェスティバル 

小 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 15:45～17:25 

ヤマハジュニアオリジナルコンサート 

 2(日) 

10:00～12:20 

13:45～15:55 

13:00～16:00 風の花 第 23回クリスマス・コンサート 大 無料 風の花 ☎090-1116-3974 

 7(金) 11:30～17:30 カラオケ発表会 小 無料 
うた仲間「酔芙蓉」 
☎74-7106 

 8(土) 14:00～16:00 オルフェ創立 30周年記念コンサート 小 無料 佐藤 ☎090-2540-1917 

 9(日) 

13:00～16:00 松井真理 Music School Winter Concert 小 無料 松井 ☎090-9515-7099 

14:00～16:00 第 18回定期演奏会 大 無料 
マジェスティーウィンド 

シンフォニー ☎070-4543-2739 

11(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 

13(木) 10:00～12:10 

ワンコインシアター映画の森  第 9回 
「素晴らしき哉、人生！」（字幕）  
(1946年 ジェームズ・スチュアート) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

16(日) 

10:30～12:20 

14:00～15:50 

映画の森 特別無料上映会 
「グレイテスト・ショーマン」（字幕） 
(2018年 ヒュー・ジャックマン) 

小 要・入場予約券 

11/21～配布 

文化会館 ☎73-5111 
金太郎みらいフェス 2018 

10:00～16:00 
ワークショップ 
（森のクラフト、タピボン手芸体験 他） 

展 
詳細は 

会館まで 

9:40～10:00 
ロビーコンサート 
（南足柄ジュニア･コーラス） 

ロビー 無料 

21(金) 19:00～20:30 よしもと冬のお笑いライブ in南足柄 2018 大 

前売 
3,500 円 
当日 

4,000 円 

チケットよしもと 
☎0570-550-100 

23(日) 14:00～16:00 
第 36回小田原リコーダーコンソート 
クリスマスコンサート 

小 無料 露木 ☎73-2718 

24(月) 
13:00～15:30 クリスマスファミリーフェスティバル 大 無料 

ＡＰＴＦ西神奈川小田原支部 
☎20-6638 

14:00～16:00 
こどものためのおんがくかい  
第 1回 CHRISTMAS CONCERT 2018 

小 2,000 円 奏鳴会 ☎080-6706-6067 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜ヨガの街・南足柄 in金太郎みらいホール＞ 
12/5(水)、12(水)、19(水) 

 

時間/内容： ○昼クラス『ヨガ』13:30～14:30  ○夜クラス『ヨガ』19:00～20:30 
※１０月より昼クラスが「ヨガ」になりました。初心者の方にも取り組みやすい内容になっています。 

場 所： 展示室  
料 金： 500円（当日受付にて） ※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： 35名 
持ち物： 飲み物、汗拭きタオル、ヨガマット（大きめのバスタオル）  動きやすい服装でご参加ください。 
申込み： 事前に文化会館事務室窓口または電話にて  （文化会館☎73-5111） 
※定員超過の際にはお断りする場合があります。また、ご予約のない方は当日お断りすることがありますので事前予約をお願いします。 

指定管理者 アクティオ株式会社 

平成 30年 11月 8日現在 
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