
南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2019年 3 月号 
3月の休館日：4(月),11(月),18(月),22(金),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) 

10:00～13:00 

mama job サミット＠南足柄市 

ママの「好き」と「スキル」を仕事にして

みませんか？ 

展 無料 企画課 ☎73-8001 

19:30～20:30 
コンサート×おしばい 

「ベートーヴェン物語」 
小 3,000円 

みむみむの森 芸術文化振興

グループ ☎070-5570-7294 

7(木) 13:00～17:00 

第 20回竹風書展 
展 無料 竹風書芸会 ☎74-5838 

8(金) 
10:00～17:00 

9(土) 

10(日) 
10:00～16:00 

13:30～14:00 “書とヴァイオリン演奏のコラボレーション” 

9(土) 
10:30～12:00 
14:00～15:30 

映画の森特別上映会「人生フルーツ」 小 500円 文化会館 ☎73-5111 

10(日) 14:00～15:30 
春の歌声～祈りと共に～古今東西の春を感じて～ 

「春めき桜コンサート」 
大 

一般
1,000 円 
子ども 

(4 歳～中学生) 

500円 

文化会館  ☎73-5111 

16（土） 13:30～16:00 足柄高校吹奏楽部第 31回定期演奏会 大 無料 足柄高校吹奏楽部 ☎73-0010 

21（木） 

10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 12回 
「あゝひめゆりの塔」 
(1968年 吉永小百合、浜田光夫) 

小 500円 文化会館 ☎73-5111 

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 

23（土） 17:30～20:15 第 8回スプリング Jazzコンサート 大 

一般 
500円 

高校生以下

無料 

開成ジュニアアンサンブル 
☎82-9565 

24（日） 10:30～16:00 足柄高校軽音楽部 Spring Live 小 無料 足柄高校軽音楽部 ☎73-0010 

27（水） 17:00～19:30 第 35回定期演奏会 大 無料 西湘高校吹奏楽部 ☎47-2174 

28（木） 13:30～15:45 立花学園高等学校演劇部 春季単独公演 小 無料 
立花学園高等学校演劇部  

☎83-1081 

29（金） 10:00～18:50 

ヤマハ音楽教室発表会 大 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 30（土） 10:00～18:50 

31（日） 10:00～19:00 

※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＞ 
3/6(水)、13(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 2 月 7日現在 



南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2019 年 4 月号 
4 月の休館日：8(月),15(月),22(月),30(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 

6(土) 13:30～16:30 ら・しゅえっとピアノ発表会 小 無料 佐野 ☎46-1277 

7(日) 10:00～20:30 全日本カラオケ大会 in 神奈川 大 1,000 円 
CIMS ミュージック 

☎03-6276-8494 

9(火) 11:30～18:00 カラオケ発表会 小 無料 うた仲間「酔
すい

芙蓉
ふ よ う

」☎74-7106 

12（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 

18（木） 10:00～12:00 

ワンコインシアター映画の森  第 1 回 

「百万長者と結婚する方法」（字幕） 
(1951 年 マリリン･モンロー、ローレン・バコール) 

小 500 円 文化会館 ☎73-5111 

21（日） 

13:30～15:40 第 17 回定期演奏会 大 無料 
足柄ウィンドオーケストラ 

☎090-4165-1376 

14:00～16:00 2019 たんぽぽコンサート 小 1,000 円 
合唱団たんぽぽ 

渡辺 ☎090-7824-8053 

25（木） 9:30～16:30 歌謡発表会 小 無料 遠藤歌謡教室 ☎74-4319 

26（金） 
14:00～16:00 

18:00～20:00 
消費税の軽減税率制度説明会 大 無料 

小田原税務署 法人課税第 1 部門 

☎35-4511 
音声ガイダンス『2』番を選択 

28（日） 
13:30～15:00 

17:00～18:30 

(予定) オリジナルキッズミュージカル 

「森のさくらと動物たち」 
小 1,000 円 

Kid’s Dancing Performance 

蔦木 ☎080-3256-0061 
29（月） 

10:30～12:00 

13:30～15:00 

(予定) 

※都合により内容を変更する場合があります。詳しくは、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＞ 
4/3(水)、10(水)、17(水)、24(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 
※昼クラスは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 ※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 
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。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 3 月 8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！ 

◆昭和のうたコンサート◆ 

5/29(水) 13:00 開場 13:30 開演 小ホール 

◆金太郎みらい寄席 三遊亭小遊三・春風亭昇太 二人会◆ 

7/10(水) 13:30 開場 14:00 開演 大ホール 
 

◇ワンコインシアター映画の森◇ 
毎月 1 回第三木曜日 9:30 開場  10:00 上映 小ホール  
全席自由  1 回券 500 円 / お得な 5 回券 2,000 円 
※詳細お問い合わせは文化会館 0465-73-5111 まで 
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