
南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2019年 1 月号 
1月の休館日：1(火)～3(木),9(水),10(木),15(火),16(水),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 

14(月) 14:00～15:15 立花学園高等学校演劇部 冬季単独公演 小 無料 立花学園高等学校  ☎83-1081  

17（木） 10:00～12:00 
ワンコインシアター映画の森  第 10回 
「大草原の渡り鳥」(1960年 小林旭、浅丘ルリ子) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

19（土） 
14:00～15:30 

防災講演会（市民防災の集い） 

「特別警報と気象災害へのそなえ」 
大 

無料 
(事前申込) 

防災安全課 ☎73-8055 

12:00～20:00 
寝具・羽毛製品の展示販売 展 無料 

東洋羽毛首都圏販売株式会社 

☎0120-007-663 

20（日） 

10:00～19:00 

14:00～16:15 
高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト 

女神たちの華麗なる音楽会 
大 販売終了 文化会館 ☎73-5111 

26（土） 13:30～15:30 南足柄市 PTA連絡協議会研修大会 小 無料 生涯学習課 ☎73-8036 

27（日） 14:00～16:30 第 26回ニューイヤーコンサート 大 
1,500 円 
未就学児無料 

南足柄市クラシック音楽連盟 

中島 ☎73-2861 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜文化会館開催の催し物＞ 

◇H31.1.27(日)  

  ◇H31.2.3(日)     

◇H31.3.9(土)      

◇H31.3.10(日)    

◇H31.1.17(木) 2.21(木) 3.21(木) 映画の森 

※「映画の森」“お得な 5 回券”の有効期限は H31 年 3 月までです。お誘いあわせの上、お越しください。

※H31.1.20(日)高嶋ちさ子「12 人のヴァイオリニスト」チケットはご好評につき完売いたしました。 

■お問い合わせ：南足柄市文化会館  ☎73-5111  ■販売時間：9:00-17:00 月・祝日の翌日休館 

 

＜ヨガの街・南足柄 in金太郎みらいホール＞ 
1/23(水)、30(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 12月 1日現在 

【チケット販売情報】文化会館窓口にてご購入いただけます！ 

南足柄市クラシック音楽連盟 「第 26 回ニューイヤーコンサート」 

爆笑！お笑いエンタメライブ in 南足柄 

映画「人生フルーツ上映会」 

春めき桜コンサート 

 



南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2019年 2 月号 
2月の休館日：4(月),12(火),13(水),18(月),25(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 

2(土) 13:00～17:00 
第 23 回南足柄市ポピュラーミュージック

フェスティバル 
小 無料 文化スポーツ課 ☎73-8062 

3(日) 
11:00～13:00 

14:30～16:30 
爆笑！お笑いエンタメライブ 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 

5(火) 11:30～16:30 カラオケ発表会 小 無料 うた仲間「酔
すい

芙蓉
ふ よ う

」 

☎74-7106 

6(水) 13:15～15:30 第 47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 
8(金) 13:30～15:30 

9(土) 14:00～17:00 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 10(日) 10:30～17:00 

14(木) 

13:30～15:30 
第 47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 

15（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 

16（土） 

10:30～12:30 

未来の公共施設のあり方を考えるシンポ
ジウム 
～まちづくりの基盤をつくるために～ 

小 無料 企画課 ☎33-8314 

13:30～16:00 せとよしお総決起大会 大 無料 
せとよしお後援会 

☎73-5105 

17（日） 
12:30～15:00 音楽会 大 無料 友愛幼稚園 ☎35-1512 

13:00～16:30 ブリリアント ピアノコンサート 小 無料 野原 ☎46-8724 

21（木） 10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 11回 
「真昼の決闘」（字幕） 
(1952年 ゲイリー・クーパー) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

23（土） 
10:00～12:00 

災害ボランティア養成講座 in文化会館 
心と身体を守るために学ぼう避難所ヨガ 

展 無料 
社会福祉協議会ボランティア

センター ☎72-2299 

14:00～15:30 第 36回わかりやすい医学講話 小 無料 足柄上医師会 ☎83-1800 

24（日） 13:00～15:30 第 15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 

※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＞ 
2/6(水)、20(水)、27(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 31年 1 月 4日現在 
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