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文化会館３月の催し
※３月の文化会館・市民ギャラリーの休館日は、４日㈫・18日
㈫です。
※催しの内容は、主催者の都合により、時間などが変更になる
場合があります。料金や座席などの詳細は、各問い合わせ先へ。

【小ホール】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

えびかんクラシカルコンサート
＃16
朴  葵姫ギター・リサイタル

ギターリサイタル １日㈯ 14時～16時

全席自由
<一般>
3,500円

<えびかん>
3,150円

文化会館指定管理者
☎232･3231

夢座 歌の発表会（演歌か
らクラシックまで） ２日㈰ 13時～16時 全席自由

2,000円
マイマイ企画
☎234･7166

懐しき心の歌教室 歌の教室 ３日㈪ 13時～15時 自由
市高齢介護課

（シルバー人材センター）
☎237･3001

ピアノ発表会 ピアノ発表会 ９日㈰ 13時30分～
15時30分 自由 伊奈千加子ピアノ教室

☎235･0612

Try独唱・コール詩音
スプリングコンサート 独唱・合唱 21日㈮㈷ 11時～13時

14時～15時 自由 童謡倶楽部《萌》
☎090･9134･5668

才能教育研究会
ピアノ科相模ブロック
ピアノ演奏会

ピアノ演奏会 24日㈪ 15時30分～
19時 自由

才能教育研究会
ピアノ科相模ブロック
☎042･742･1863

大和高校コーラス部
第11回定期演奏会 合唱 26日㈬ 18時～20時 自由 大和高校コーラス部

☎080･5905･1275

春の道しるべ
ヴァイオリン、ピアノ、歌、
弦楽合奏によるクラシック
を中心とした音楽会

29日㈯ 14時～
16時05分 自由 STUDIO TAN

☎090･1749･2951

第30回
かながわ音楽コンクール

ユースピアノ部門
相模地区予選 30日㈰ 10時30分～

18時 自由 神奈川新聞社
☎045･227･0781

市民ギャラリー３月の催し

【大ホール】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

明光義塾主催
神奈川高校入試説明会

平成27年度入試に向けたこ
れまでの出題傾向分析と対
策方法の説明

９日㈰ 10時～
11時30分 自由 明光義塾

☎0463･87･8520

紋子バレエスタジオ
第７回発表会 バレエ発表会 21日㈮㈷ 16時30分～

19時 自由 紋子バレエスタジオ
☎045･361･5139

柏ケ谷中学校ブラスバンド部
第５回定期演奏会 吹奏楽定期演奏会 22日㈯ 15時30分～

18時 自由 柏ケ谷中学校ブラスバンド部
☎233･0917

有馬高校吹奏楽部
第28回定期演奏会 吹奏楽発表会 23日㈰ 17時～19時 自由 有馬高校吹奏楽部

☎238･1333

公民館まつり 旧公民館まつりの
発表会

26日㈬ 11時～16時 自由 公民館まつり
実行委員会
☎235･229927日㈭ 10時～15時 自由

第３回
児童バレエひまわり発表会 児童バレエ 30日㈰ 17時～19時 自由 児童バレエひまわり

☎234･1069

横浜緑園総合高校
吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽演奏会 31日㈪ 17時30分～

20時30分 自由
横浜緑園総合高校
吹奏楽部
☎045･812･3490

【120サロン】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

ハッピークローバー
歌とピアノのコンサート

歌とピアノの
コンサート ９日㈰ 14時30分～

16時 自由 ハッピークローバー
☎080･1226･3070

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～

11日㈫ 13時30分～
15時30分

事前申込制
500円 うたごえがかり

☎080･5944･0425
25日㈫ ９時30分～

11時30分
事前申込制

500円

あなたも歌える
楽しいサロンコンサート

声楽コンサート（みんな
で歌うコーナー、お客様
独唱コーナーもあり）

20日㈭ 13時45分～
15時30分 1,000円 ムジカ　コンパーニャ

☎233･7945

リトルコンサート ピアノ発表会 22日㈯ 13時30分～
15時 自由 ミュージックアカデミー杏

☎233･9350

The★Piano 
ハギワラ★チヨ  ピアノライブ

ピアノとトークを
交えた演奏会 23日㈰ 14時30分～

16時 3,000円 萩原千代
☎080･3393･1896

ハッピーコンサート ピアノコンサート 29日㈯ 12時30分～
16時 自由 ハッピーコンサート

☎080･1155･3380

第５回２台のバイオリンと
ピアノのコンサート

バイオリンとピアノ
のコンサート 30日㈰ 14時～

15時30分 自由 subtle
☎080･4650･9260

タイトル 内容 日にち 時間 場所 問い合わせ
第14回全日本写真連盟
西東京支部 写真展 ２月24日㈪～

３月２日㈰
９時～17時

（初日は13時から、最終日は16時まで） 第１ 全日本写真連盟西東京支部
☎042･749･4886

第24回海老名写真同人展 写真展 ２月24日㈪～
３月２日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 海老名写真同人

☎233･0438

第８回昂彩会油彩画展 油彩展 ５日㈬～
９日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第１ 昂彩会

☎231･2116

えびな　手作り文化展 作品展 ７日㈮～
９日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 神奈川北央医療生協海老名支部

☎235･5154

JNP神奈川支部
第10回作品展　彩時記 写真展 11日㈫～

16日㈰
10時～17時

（初日は13時から、最終日は16時まで） 第１ 日本風景写真協会神奈川支部
☎237･1777

風景画展
『船小屋のある漁村風景』 風景画展 11日㈫～

16日㈰
10時～17時

（最終日は14時まで） 第２ FUDE-FAMILY企画
☎237･1777

第12回ハッピーキルツ展
「メリーゴーランド」

キルト、小物展示、関
連小物販売　チャリ
ティーくじ

19日㈬～
22日㈯

10時～18時
（最終日は17時まで） 第１ ハッピーキルツ

☎238・8229

第12回
ポポロ木版画作品展 作品展 19日㈬～

23日㈰
10時～17時

（初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 木版画サークルポポロ
☎0467･78･3608

検証！  従軍慰安婦展 一次資料をもとに
したパネル展 23日㈰ 11時～21時 第１ 有志の会

☎080･4131･4021

山と山の花　２人展
－刺しゅうときり絵の
コラボレーション－

刺しゅうときり絵展 25日㈫～
31日㈪

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第１ 尾﨑悦弘

☎0463･94･9321

第４回粋画会水彩画展 水彩画展 26日㈬～
30日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 粋画会

☎231･6084


