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文化会館　8月の催し

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

　2日㈯ Halau Pu'uwai　発表会 フラダンス発表会 11時30分～
16時

全席自由 
1,000円

Halau Pu'uwai
☎090・9334・7939（大野）

　3日㈰ 第11回　スノーフレイク
バレエアカデミー発表会 バレエ発表会 18時～20時 自由

スノーフレイク 
バレエアカデミー 
☎ 080・1290・6745（加藤）

　8日㈮ 平向由香バレエスタジオ 
第10回発表会 バレエ発表会 17時～20時 整理券 

配布
平向由香バレエスタジオ 
☎242・7161

10日㈰ 発表会 ダンスの発表会 12時30分～
15時30分

事前 
申込制

厚木駅前ダンススタジオ 
☎080・6742・8900

17日㈰
センダヒロコ
バレエ研究所 
第39回発表会

バレエ発表会 16時～18時 自由
センダヒロコ
バレエ研究所 
☎045・302・0657

20日㈬
平成26年度 
海老名市ひびきあう教育
研究発表大会

海老名の教育に 
ついて考える 13時～16時 自由 市教育指導課 

☎235・4919

21日㈭ 有馬高校
学校説明会 学校説明会 10時～

11時30分 自由 有馬高校 
☎238・1333

21日㈭ 綾瀬高校
学校説明会 学校説明会 14時～16時 自由 綾瀬高校 

☎0467・76・1400

22日㈮ 海老名高校
学校説明会 学校説明会

10時～12時 
13時30分～
15時30分

自由 海老名高校 
☎232・2231

23日㈯ 座間高校
学校説明会 学校説明会 9時30分～

11時40分 自由 座間高校 
☎253・2011

24日㈰ 古賀優子バレエスタジオ
発表会 バレエ発表会 16時～19時 自由 古賀優子バレエスタジオ  

☎090・3901・1431

26日㈫
第5回
関東地区高等学校 
和太鼓選手権

和太鼓の演奏 12時30分～
18時

全席自由 
1,500円

関東高等学校和太鼓連盟 
（光明学園相模原高校内） 
☎042・778・3333（緒方）

27日㈬
横浜隼人中学高校
吹奏楽部
サマーコンサート

吹奏楽の演奏会 18時～
19時30分 自由 横浜隼人高校吹奏楽部 

☎045・364・5101

29日㈮ バレエ発表会
バレエコンサート

（シンデレラよりガラスの
靴物語）

18時～
20時30分 自由 MIE バレエスタジオ 

☎223・2725

30日㈯ 第1回　創設記念
定期コンサート

基本的に吹奏楽の形態を
保持しながらフレキシブル
な編成での演奏を行う

14時30分～
16時45分 自由 Symphonic　Do  

☎090・9296・3805（成田）

〔８月の休館日〕５日㈫・６日㈬・1９日㈫

※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。時間や料金、座席などの詳細は、各問い合わせ先へ。大ホール

市民ギャラリー　8月の催し

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

　2日㈯ 平成26年度 
海老名市戦没者追悼式 追悼式 10時～13時 自由 市福祉総務課 

☎235・4820

10日㈰ 37ｔｈ　ナキワラ！ 
2014　神奈川県ライブ 高校生の主張など 13時～16時 自由

NLA運動
神奈川県実行委員会 
☎03・3585・9146

14日㈭
オペラとオペレッタの
饗宴 

（オペラトオペレッタノ
オモテナシ）

ウィーンとブラチスラヴァ
からの、4人の一流オペラ
歌手によるオペラと
オペレッタのコンサート

19時～21時

全席自由 
前売り

3,500円
当日

4,000円

横浜オペラ週間
実行委員会 
☎080・5582・2030（長谷川）

16日㈯
下肢静脈瘤の 
最新レーザー治療に
ついて

下肢静脈瘤について
～原因・症状・治療法・
静脈瘤の種類など～

14時30分～
15時30分 自由

神奈川血管外科
研究会 
☎221・3330

24日㈰
ビバ・ラ・ムジカ 
第 1 回定期演奏会 
指揮／山下伸介

管弦楽演奏会 14時 ～16時 自由 ビバ・ラ・ムジカ
☎090・5329・2417（こだか）

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

　2日㈯ 西田正高 
ピアノコンサート ピアノコンサート 19時～21時 自由 西田正高 

☎232・1013

　4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 

 500円
うたごえがかり 
☎080・5944・0425

　8日㈮
あなたも歌える 
楽しいサロンコンサート 
第 50 回スペシャル

みんなで歌うコーナーや
独唱コーナーもある、
声楽のサロンコンサート

13時45分～
15時45分 1,800円 ムジカ　コンパーニャ

☎233・7945（伊左次）

　9日㈯ 西田正高 
ピアノコンサート ピアノコンサート 13時30分～

15時30分 自由 西田正高 
☎232・1013

23日㈯ 照喜名 良 
ピアノリサイタル ピアノリサイタル 19時～21時 2,000円 りべるて響会  

☎090・2634・6119（清水）

24日㈰
サロンコンサートＶｏｌ．2 
～Ｓｕｍｍｅｒ　Ｄｕｏ　
Ｒｅｃｉｔａｌ～

夏にふさわしい 
ピアノと歌の 
クラシックコンサート

14時～16時 1,500円 Salｏｎ　ｄｅ　ｙｕｒｉｅｒｅ
☎080・1269・4916（田口）

27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 

　500円
うたごえがかり 
☎080・5944・0425

30日㈯ 西田正高 
ピアノコンサート ピアノコンサート 13時30分～

15時30分 自由 西田正高 
☎232・1013

日にち タイトル 内容 時　間 場 所 問い合わせ

27日㈬～31日㈰ 六の会展示会 水彩画展示会
9時30分～17時30分 

（初日は12時から、
最終日は16時まで）

第2 六の会 
☎211・1379（浜田）

小ホール

１２０サロン

〔８月の休館日〕５日㈫・６日㈬・1９日㈫


