南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）

2020 年 11 月号

11 月の休館日：2(月),4(水),9(月),16(月),24(火),25(水),30(月)
日
1(日)

時間
10:00～12:00
14:00～16:00

催し物
ワンコインシアター映画の森特別上映会
「ビルマの竪琴」(1956 年 三國連太郎)

ホール

入場料

小

500 円

問い合わせ先 市外局番の非表示は 0465

文化会館 ☎73-5111

10:00～16:00

はじめてのドローン 操縦体験してみよう

展

無料

3(火)
5(木)

10:00～11:00
14:00～15:00

大ホールでスタインウェイピアノを弾い
てみませんか
＜申込受付終了＞

大

事前申込制

12(木)

10:00～15:00

補聴器の説明相談会

展

無料

新日本補聴器 ☎34-1332

13(金)
14(土)

11:00～17:00

盆栽の展示

展

無料

日本盆栽協会 小田原支部
☎82-6861

第 3 回発表会

大

無料

プリエバレエスタジオ
☎090-1818-1014

小

500 円

文化会館 ☎73-5111

9:00～17:00

2,000 円

9:00～16:00

15(日)

16:00～18:00

19(木)

10:00～12:00

11(水)
17(火)
20(金)
26(木)
27(金)

10:00～11:00
14:00～15:00

ワンコインシアター映画の森
「絶唱」(1966 年 舟木一夫)

大ホールでスタインウェイピアノを弾い
てみませんか
＜11 月 5 日 10 時より電話にて申込受付＞

2,000 円

文化会館 ☎73-5111

文化会館 ☎73-5111
※詳細は文化会館にお問い合
わせください。

大

事前申込制

大

無料

友愛幼稚園 ☎35-1512

小

2,000 円

(有)セーフティサービス
☎73-3395

音楽会
28（土） 13:00～15:00

29（日） 14:00～16:00

※新型コロナウイルス感染症対策のため入場制
限があります

箏男 kotomen チャリティーコンサート
じかん
「繋ぐ時風」

※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。

指定管理者 アクティオパートナーズ
令和 2 年 10 月 7 日現在

◇新型コロナウイルス対応について◇
・南足柄市文化会館では現在、ホールの入場者、各室の利用者は定員の５割以内でのご利用をお願い
しています。また、ご利用時は定期的にドアを開けて換気を行ってください。
・ご来館の際は、密集・密接を避け、手指の消毒を行う、マスクを必ず着用するなど、感染症対策に
ご協力ください。ご利用前に検温を行い、体調のすぐれない方は来館をお控えください。
・主催者、代表者の方にはご利用前にチェックリストをお渡し致しますので、内容を確認の上皆さま
への周知を徹底し、来館した人の連絡先を必ず把握してください。
※新型コロナウイルス感染症の状況に変化が生じた場合には、利用制限を追加する場合や、施設の貸
出を休止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※詳しくは、文化会館（℡0465-73-5111）までお問い合わせください。

南足柄市文化会館たより（愛称：金太郎みらいホール）

2020 年 12 月号

12 月の休館日：7(月),14(月),15(火),21(月),28(月),29(火),30(水),31(木)～1/4(月)
日

時間

6(日)

19:00～20:30

9(水)

10:00～11:00
14:00～15:00

13(日)

10:00～15:00

催し物
よしもとお笑いライブ
～師走の笑い締め～in 南足柄 2020
大ホールでスタインウェイピアノを弾い
てみませんか
＜申込受付終了＞
冬じたくワークショップ ＜予約不要＞
☆森の木の実を使ったクラフトコーナー
☆シアバタークリーム作りコーナー

ホール

入場料

大

販売は終了
しました

大

2,000 円
事前申込制

問い合わせ先市外局番の非表示は 0465

文化会館 ☎73-5111
文化会館 ☎73-5111

展

森の木の実
無料
シアバター
500 円

文化会館 ☎73-5111

小

500 円

文化会館 ☎73-5111

ワンコインシアター映画の森
「クリスマス・キャロル」
17(木)

10:00～12:00

(1938 年 レジナルド・オーウェン)

♪会場では上映前にリコーダーによる
ウェルカムコンサートを予定しています♪

小田原男声合唱団
杉本 ☎090-4677-6315

19（土） 14:00～16:00

小田原男声合唱団第 49 回定期演奏会

大

1,000 円

20（日） 14:00～16:00

第 38 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

22(火)
23(水)
24(木)

10:00～11:00
14:00～15:00

大ホールでスタインウェイピアノを弾い
てみませんか
＜申込受付終了＞

大

事前申込制

12:30～16:30

ピアノ発表会

小

無料

加藤 ☎080-1055-1996

小田原オペラ旗揚げ追加公演
歌劇『魔笛』日本語上演

4,000 円

13:00～16:00

大

小学生以下

小田原オペラ
池田 ☎090-9668-5885

26（土）

2,000 円

1,500 円

露木 ☎73-2718
文化会館 ☎73-5111

※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。

指定管理者 アクティオパートナーズ
令和 2 年 11 月 15 日現在

◇会館からのお知らせ◇
令和 2 年度舞台照明設備更新工事期間中の利用について
〇工事期間：令和 3 年 1 月 26 日（火）から 3 月 4 日（木）まで
〇利用休止施設：大ホール・小ホール・展示室・練習室・会議室・多目的室ほか（終日）
〇利用できる施設（休館日を除く）：リハーサル室（午前・午後・夜間）
※事務室・駐車場は平常通り営業します。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

◇新型コロナウイルス対応について◇
・南足柄市文化会館では現在、ホールの入場者、各室の利用者は定員の５割以内でのご利用をお願い
しています。また、ご利用時は定期的にドアを開けて換気を行ってください。
・ご来館の際は、密集・密接を避け、手指の消毒を行う、マスクを必ず着用するなど、感染症対策に
ご協力ください。ご利用前に検温を行い、体調のすぐれない方は来館をお控えください。
・主催者、代表者の方にはご利用前にチェックリストをお渡し致しますので、内容を確認の上皆さま
への周知を徹底し、来館した人の連絡先を必ず把握してください。
※新型コロナウイルス感染症の状況に変化が生じた場合には、利用制限を追加する場合や、施設の貸
出を休止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※詳しくは、文化会館（℡0465-73-5111）までお問い合わせください。

