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大ホール
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

7日㈯ コアハーモニカ
コンサート ハーモニカ演奏会 12時30分〜

16時30分 自由
コアハーモニカコンサート
実行委員会
☎286・3520（岡本）

8日㈰
北陵ウインドアンサンブル
SUMMER NIGHT 
JAZZ 2017

ビッグバンド、吹奏楽
フル編成によるジャズ・
ポップスのコンサート

13時30分〜
15時45分

全席自由
500円

県立茅ケ崎北陵高校
吹奏楽部
☎0467・51・0312（新倉）

9日㈪㈷ 第6回  全国歌謡アカデ
ミー級位認定大会 カラオケ大会 9時30分〜

18時 自由 全国歌謡アカデミー
☎234・8484（田中）

14日㈯ 平成29年 海老名 de 
おわら 越中おわらの公演 13時30分〜

15時45分 自由 海老名おわら四季の会
☎232・8182（若山）

28日㈯ 市民文化祭・郷土芸能部門 囃
は や

子
し

・歌舞伎など 10時〜16時 自由 教育総務課 ☎235・4925

29日㈰ ナー・ワヒネ・ウイ・フラ・
コンペティション フラコンペ 14時30分〜

18時
全席自由
3,000円

フィオナラニ
☎090・4815・4433（北原）

小ホール
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

  2日㈪ ヴェネツィア室内合奏団 ヴィヴァルディの
四季全曲演奏

18時30分〜
20時30分

全席自由
5,000円

株式会社ビーベスト
☎042・722・7219

8日㈰
公益社団法人
日本3B体操協会
神奈川北支部交流会IN
海老名

3B体操交流会 13時〜15時 自由
公益社団法人
日本3B体操協会
☎231・5965（小林）

9日㈪㈷ 七
しち

田
だ

チャイルドアカデミー
えびな教室発表会

日頃の学びの成果を
発表する会

10時30分〜
15時30分 自由

七田チャイルドアカデミー
えびな教室
☎232・0166（太田）

12日㈭ ポストレ・デ・ボス試演会 声楽コンサート 12時30分〜
16時 自由 ポストレ・デ・ボス

☎255・6465（佐藤）

14日㈯ こと三
さ ん げ ん

絃演奏会 筝・尺八・三絃の演奏 12時〜16時 自由 筝
こ と さ ん げ ん

三絃の会
☎234・6254（田嶋）

14日㈯ 風
ふ う げ つ て い

月亭花
か

鳥
ちょう

独演会 落語発表 18時30分〜
21時 自由 風月亭花鳥独演会事務局

☎090・9858・1345

21日㈯
ピアニート公爵Presents
芸術からこぼれた表現たち
〜アニメ監督西村純二が
自作を語る〜

アニメ監督西村純二
とピアニート公爵の
トークショー。ピアノ
演奏もあり

14時〜16時 全席指定
2,000円

文化会館指定管理者
☎232・3231

24日㈫ 海老名市吟詠連盟
第60回　吟道大会 吟詠発表 10時〜16時 自由 海老名市吟詠連盟

☎235・3658（新井）

28日㈯ 関東大会全日本カラオケ
審査協会 カラオケ発表会 10時〜19時 自由 全日本カラオケ審査協会

☎090・4249・0454（福士）

29日㈰ 春日流発表会 日舞 11時〜16時 自由 新日本舞踊　春日流
☎238・0555（今井）

120サロン
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

6日㈮ 海老名童謡コーラス コーラス 13時〜
14時30分 自由 童謡コーラス支援事務局

☎03・5956・6720

7日㈯
第44回りべるてサロ
ンコンサート

（ピアノリサイタル）
曽

そ か べ

我部巨
な お

樹
き

ピアノリサイタル
14時〜
15時45分 2,000円 りべるて響会

☎090・2634・6119（清水）

8日㈰ 第5回びな・セミナー 神奈川県警の方の講演
「少年犯罪の現場で」 14時〜16時 2,300円

NPO法人びな・
パートナーシップ・ひろば
☎235・3193（阿部）

11日㈬ 童謡倶楽部《萌》 コーラス
①10時〜
　11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな

☎090・1217・4603（川田）②13時〜
　14時30分

12日㈭ ①コール詩音
②童謡倶楽部《萌》 コーラス

①10時〜
　11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな

☎090・1217・4603（川田）②13時15分〜
　14時45分

13日㈮
童謡倶楽部《萌》 コーラス 10時〜

11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな
☎090・1217・4603（川田）

海老名童謡コーラス コーラス 13時〜
14時30分 自由 童謡コーラス支援事務局

☎03・5956・6720

16日㈪ うたごえひろば
みんなで歌います !  
童謡・唱歌・懐メロ・心の歌
〜宝塚OG＆ギター伴奏〜

13時30分〜
15時30分

事前申込制
700円

うたごえがかり
☎080・5944・0425

18日㈬ 童謡倶楽部《萌》 コーラス
①10時〜
　11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな

☎090・1217・4603（川田）②13時〜
　14時30分

27日㈮
童謡倶楽部《萌》 コーラス 10時〜

11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな
☎090・1217・4603（川田）

海老名童謡コーラス コーラス 13時〜
14時30分 自由 童謡コーラス支援事務局

☎03・5956・6720

28日㈯ 日本と再生上映会 映画上映 9時45分〜
11時50分 500円 さがみ生活クラブ生協

☎0120・371・902

29日㈰ ステラ―レ・コンサート ピアノコンサート 13時30分〜
16時 自由 ぐるぅぷ花

か

音
のん

☎234・5660

30日㈪ うたごえひろば
みんなで歌います !  
童謡・唱歌・懐メロ・心の歌
〜宝塚OG＆ギター伴奏〜

13時30分〜
15時30分

事前申込制
700円

うたごえがかり
☎080・5944・0425

120サロン
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

  2日㈪ うたごえひろば
みんなで歌います !  
童謡・唱歌・懐メロ・心の歌
〜宝塚OG＆ギター伴奏〜

13時30分〜
15時30分

事前申込制
700円

うたごえがかり
☎080・5944・0425

  5日㈭
コール詩音 コーラス 10時〜

11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな
☎090・1217・4603（川田）

第33回 声楽公開レッスン 
in 120サロン 声楽の公開レッスン 13時20分〜

16時 500円 ムジカ・コンパーニャ
☎233・7945（伊

い さ じ

左次）

文化会館 10月の催し 〔10月の休館日〕　
 3日・17日㈫

めぐみ町6-1
☎（232）3231

〔利用時間〕9時〜22時　
〔受付時間〕9時〜17時30分

催しの内容は、主催者の都合により変更する場合があります。時間や座席などの詳細は、各問い合わせ先へ。
駐車台数には限りがあります。来館の際は、公共交通機関のご利用をお勧めします。

日にち タイトル 内　容 時　間 場 所 問い合わせ
  9月27日㈬〜
  10月1日㈰ 

第14回 絵画クラブ
「小百合会」作品展

水彩画・
油彩画展示

10時〜17時
（初日は12時から、
最終日は16時まで）

第 2 絵画クラブ「小百合会」
☎238・4375（鈴木）

  4日㈬〜
10日㈫ 第36回海彩会展 絵画展示

10時〜17時
（初日は13時から、
最終日は16時まで）

第 1 海彩会
☎234・8526（桑

く わ

木
き の

野）

  4日㈬〜
10日㈫ 写生を楽しむ会展 絵画展示

10時〜17時
（初日は12時から、
最終日は16時まで）

第 2 写生を楽しむ会
☎090・1702・1447（神

かんざき

﨑）
12日㈭〜
15日㈰

オロンド木
も っ こ う

好クラブ
作品展示会

木工作品展示 10時〜18時
（最終日は17時まで）第 1 オロンド木好クラブ

☎0463・95・0085（相澤）
12日㈭〜
15日㈰

ガラス工芸＆
組織培養植物の展示 工芸などの展示 10時〜17時

（最終日は16時まで）第 2 遊学舎
☎0467・77・1331（横山）

〔10月の休館日〕　 3日・17日㈫
中央2-9-50 海老名プライムタワーアネックス1階 ☎（235）0366市民ギャラリー  10月の催し




