
南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）       2019 年 6 月号 
6 月の休館日：3(月),10(月),17(月),24(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(日) 9:30～16:30 第 35 回足柄民謡・舞踊連合会記念発表会 大 無料 
足柄民謡舞踊連合会 
☎74-6792 

 6(木) 13:00～18:00 

「あしがらアートの森」 

に関わる者たちの表現展 
展 無料 

NPO 法人あしがらアートの森 

☎090-5761-5548 

 7(金) 

10:00～18:00  8(土) 

 9(日) 

11(火) 10:00～15:00 

 8(土) 10:30～16:00 
第四十回ヴォックス音楽吟詠会 
コンクール 神奈川地区大会 

小 無料 山室瑞山
ずいざん

 ☎34-0127 

 9(日) 

11:00～19:45 
ヤマハエレクトーンフェスティバルソロ 
大村楽器店別大会 

小 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 

13:30～16:00 

整理券配布 

正午から 

音楽の祭典 vol.13 
Soar! 飛び上がれ! 新たなる音楽の頂へ 

大 
無料 

要整理券 
音楽の祭典実行委員会 
☎080-9340-1755 

11(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 

13(木) 10:00～11:45 幼児期家庭教育講演会 小 
無料 

要事前申込 
生涯学習課 ☎73-8036 

14(金) 10:00～16:00 ウィッグ(かつら)の展示即売会 展 無料 
株式会社ユキ 

☎0120-20-3020 

15(土) 14:00～16:00 

城山ハンドベルクラブ  
ジョイアスリンガーズ 

傘寿
さんじゅ

記念ハンドベルコンサート 

小 
無料 

要整理券 
菊地 ☎48-9058 

16(日) 

 9:30～16:00 発表会「すてきな音楽会」 小 無料 仙田 ☎73-5638 

13:00～15:30 

相洋高校和太鼓部 30 周年記念公演 
「鼓動 30th」 
※小学生以下も座席券が必要です 

大 

500 円 
小学生 

以下無料 

相洋高校和太鼓部 
☎22-0211 

20（木） 10:00～12:00 
ワンコインシアター映画の森  第 3 回 
「月曜日のユカ」(1964 年 加賀まりこ) 

小 500 円 文化会館 ☎73-5111 

21(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 

23(日) 9:20～16:30 第 53 回南歌謡連盟足柄発表大会 大 無料 南歌謡連盟足柄 ☎74-7291 

26(水) 12:30～16:00 日本舞踊藤流 ゆかた浚
さら

い 小 無料 日本舞踊藤流 杉本☎73-3107 

29(土) 
12:30～ 

終了時間未定 エレクトーンフェスティバルアンサンブル 
大村楽器店別大会 

大 1,000 円 
6/29,30 共通 

(株)大村楽器店 ☎23-1638 
30(日) 

13:00～ 

終了時間未定 

※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＞ 
6/5(水)、12(水)、19(水)、26(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(6/5、6/19、6/12、6/26)  ※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： 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 4 月 28 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 7 月号 
7 月の休館日：1(月),8(月),16(火),17(水),22(月),29(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 

10(水) 14:00～16:00 
金太郎みらい寄席 
三遊亭小遊三・春風亭昇太 二人会 

大 

前売
3,500 円 
当日 

4,000 円 

文化会館 ☎73-5111 

14(日) 
16:00～17:45 第 2回発表会 大 無料 

プリエバレエスタジオ 
☎090-1818-1014 

18:40～21:30 バイオリン発表会 小 無料 奏鳴会 ☎080-6706-6067 

15(月) 13:30～16:30 ピアノとコーラスの発表会 小 無料 星の会 ☎70-3717 

18（木） 10:00～12:00 
ワンコインシアター映画の森  第 4 回 
「青春のお通り」(1965 年 吉永小百合) 

小 500 円 文化会館 ☎73-5111 

21（日） 
13:30～16:30 ピアノ サマーコンサート 小 無料 浜本 ☎090-9149-6475 

18:40～21:30 バイオリン発表会 小 無料 奏鳴会 ☎080-6706-6067 

24(水) 
10:45～17:00 

(予定) 
ヤマハ音楽教室発表会 

小 無料 (株)大村楽器店 ☎23-1638 
25(木) 

10:00～19:00 

(予定) 

26(金) 
～ 

28(日) 

10:00～19:00 

(予定) 
YAMAHA コンサート 2019 

28（日） 13:00～16:00 AUFI DANCE UNIT 発表会 大 無料 
アウフィーダンスユニット 
☎74-9039 

31(水) 14:00～16:30 
令和元年度 第 1回インクルーシブ教育 
推進フォーラム 

大 無料 
神奈川県教育委員会 
インクルーシブ教育推進課 
☎045-285-1022 

※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＞ 
7/3(水)、10(水)、24(水)、31(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 
定 員 ： 35 名 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。 
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 
令和元年 6月 6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！ 
☆神奈川県民ホール出張公演 

みんなでたのしむオペラ「ヘンゼルとグレーテル」（日本語・ピアノ版）
全席指定 対象年齢４歳以上 託児サービスあり（要事前予約） 

8/4(日) 14:30 開場 15:00 開演 大ホール 前売・当日 1,500 円(税込) 

 

☆稲川淳二の怪談ナイト 2019 全席指定 
9/27(金) 18:00 怪場 18:30 怪宴 大ホール 前売 5,500 円(税込) 当日 500 円増 

 

※詳細、お問い合わせ先は裏面をご確認ください。 

好評 

販売中 
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