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文化会館５月の催し
※５月の文化会館・市民ギャラリーの休館日は、13日㈫・20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

ユリの会
ピアノ発表会 ピアノ発表会 ３日㈯㈷ 12時30分～

15時30分 自由 ユリの会
☎205･6609

ファクトリーブラスアンサンブル
第11回定期演奏会

金管アンサンブル
による定期演奏会 ５日㈪㈷ 19時～21時 全席自由

800円
ファクトリーブラスアンサンブル
☎090･9321･8912

リトル・コンサート ピアノ発表会 ６日㈫（振） 12時30分～
16時 自由 二葉会

☎234･5660

山脇一宏門下生による
アンサンブル祭り

２台のピアノを中心とし
たアンサンブルの発表会 ７日㈬ 18時30分～

21時 自由 山脇一宏
☎232･5226

レーベンフロイデ合唱団
創立15周年記念
第14回コンサート

合唱 10日㈯ 14時～16時 全席自由
900円

レーベンフロイデ合唱団
☎233･4727

ピアノ・エレクトーン
発表会

ピアノ・エレクトーン
発表会 11日㈰ 12時15分～

15時30分 自由 影山陽子
☎231･3285

大学生によるサロン風コンサート
～声楽とピアノの午後～ コンサート 16日㈮ 14時～

15時30分 自由 川田直輝
☎080･3585･1984

えびかんクラシカル・コンサート＃17
珠玉のデュオが海老名で実現！
安永徹＆市野あゆみ

ヴァイオリン
ピアノ 17日㈯ 14時～16時

全席自由
一般/4,000円

えびかん/3,600円
文化会館指定管理者
☎232･3231

さくら音楽院
第２回発表会

ピアノ・ヴァイオリン・
フルート・サックスク
ラスおよび小屋敷声楽
門下生による発表会

18日㈰ 13時30分～
18時 自由 さくら音楽院

☎235･3301

内外ピアノ音楽教室発表会 音楽、ピアノ、
弦楽 25日㈰ 14時～17時 自由 内外ピアノ

☎234･0650

ベルマーク運動説明会
市内PTAを対象とし
たベルマークの講習
会

26日㈪ 10時～
11時45分 自由

公益財団法人
ベルマーク教育助成財団
☎03･5148･7255

【大ホール】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

新日本舞踊
千翔流発表会 新日本舞踊発表会 ６日㈫（振） 11時～16時 自由 千翔流

☎238･4125

新日本舞踊　伴翠流
チャリティー舞踊発表会
創流25周年記念

新日本舞踊 11日㈰ 10時～17時 全席自由
980円

新日本舞踊　伴翠流
☎231･2632

MINAバレエスタジオ
第８回発表会 バレエ発表会 18日㈰ 15時30分～

18時30分 自由 MINAバレエスタジオ
☎080･8838･5080

文化団体連合会
春季文化祭 文化祭 25日㈰ 10時～16時 自由 文化団体連合会

☎235･3658

ローズ　フラ
ハワイアン　ライブ

ハワイアンバンドの
演奏と多数のフラグ
ループによる踊り

31日㈯ 12時～
15時30分

全席自由
500円

ホアロハ
☎0467･77･7522

【120サロン】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

OBの会コンサート 室内楽 ５日㈪㈷ 14時～16時 自由 MSK
☎0463･84･4465

The Who-hoo
ハーモニカコンサート

昭和歌謡を中心とした
ハーモニカカルテット
のコンサート

11日㈰ 13時30分~
15時30分 1,500円 The Who-hoo

☎286･3520

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～

14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
27日㈫ ９時30分～

11時30分
事前申込制

500円

市民ギャラリー５月の催し
タイトル 内容 日にち 時間 場所 問い合わせ

フラワーアレンジメント
サークル・ブルーローズ
６月の花嫁

アレンジメント・生け花
（アート・プリザ・粘土・
アメリカン・ワイヤー・
メタル）

４月30日㈬～
５日㈪㈷

９時～17時
（初日は13時から、最終日は12時まで） 第２

フラワーアレンジメント
サークル・ブルーローズ
☎090･6033･9687

第15回子ども達も一緒に
花古流展「風にゆれて」 生け花 10日㈯～

11日㈰ 10時～18時 第１
第２

古典いけばなを楽しむ会
☎231･2310

第４回　
閑泉墨粋会水墨画展 水墨画展示 14日㈬～

18日㈰
10時～17時

(初日は13時から、最終日は16時まで） 第２ 水墨画OB会
☎232･6357

オロンド木好クラブ展示会 木好展示会 15日㈭～
18日㈰

10時～18時
(最終日は17時まで） 第１ オロンド木好クラブ

☎045･302･2716

第三十一回
県央四市連合書展 書道作品の展示 21日㈬～

25日㈰
10時～17時

(最終日は16時まで）
第１
第２

海老名市書道協会
☎233･3620

第７回
水彩植物画合同展 水彩画 26日㈪～

６月１日㈰
10時～17時

(初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 植物画サークル
☎232･0016

ゆりの会
第12回水彩画展 水彩画 28日㈬～

６月１日㈰
10時～17時

(初日は12時から、最終日は16時まで） 第１ ゆりの会
☎231･5735

ご寄付ありがとう 協定を締結

３月24日、横浜信用金庫
から50万円の寄付を受け
ました。寄付金は、社会
福祉事業へ活用していき
ます。

３月18日、平塚信用金庫
から児童図書（10万円相
当）の寄贈を受けました。
寄贈図書は、中央図書館
で開架します。

３月17日、特定非営利活動
法人福祉輸送事業連合会
と「災害時等における要
援護者等の移送協力に関
する協定」を締結しました。

３月24日、一般社団法人
日本自動車連盟（JAF）神
奈川支部と地域観光の振
興などに関する「包括的
連携協定」を締結しました。


