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文化会館　9月の催し

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

　7日㈰ 第29回海老名市民音楽祭 合唱・器楽・邦楽の
発表

10 時〜
16時30分 自由 文化スポーツ課

☎ 235･4797

14日㈰ Ｍａｒｉｋｏ Ｂａｌｌｅｔ Ａｒｔｓ
第 1回発表会 バレエ発表会 16時30分〜

20時 自由 Ｍａｒｉｋｏ Ｂａｌｌｅｔ Ａｒｔｓ
☎ 090･6470･9643（中村）

15日㈪㈷ 第14回
オカリーナのつどい オカリナ 10時30分〜

18時 自由
オカリーナのつどい
実行委員会
☎ 247･7594（竹林）

20日㈯
AKASHA WIND 
ENSEMBLE
第 21回定期演奏会

吹奏楽の定期演奏会 15時〜
17時30分 自由

アカシャウインド
アンサンブル
☎ 090･5528･3563（志野）

23日㈫㈷ コアハーモニカコンサート ハーモニカの発表会 12時30分〜
16時30分 自由 コア・アートスクエア

☎ 046･286･3520（岡本）

28日㈰
ブルックナーの8番を
演奏する会
演奏会

演奏会 14時〜
15時45分 自由 桜井愛彦

☎ 235･6709

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

13日㈯
第1回
風月亭花鳥・金原亭龍馬　
二人会

落語の発表会 18 時30分〜
21時 自由 萩原俊徳

☎ 090･9858･1345

14日㈰ 2014 フレンドシップ
コンサート 吹奏楽 15時30分〜

17 時 自由
アレグレス・ウインド・
オーケストラ
☎ 090･9954･3188（天野）

21日㈰ 中央農業高校吹奏楽部
OGOB 演奏会 吹奏楽演奏会 13 時〜

15時30分 自由 中央農業高校吹奏楽部
☎ 090･1206･9295（島谷）

23日㈫㈷ コール・カノン
オータムコンサート 合唱コンサート 14時〜

15時45分
全席自由
  800円

コール・カノン
☎ 233･5164（柴田）

23日㈫㈷ 2014 韓流フェスティバル 韓国の文化を紹介 19時〜21時 自由 フルゴスペル大和教会
☎ 234･9919

27日㈯ 楽しい歌の発表会
「リリカ・ヴォーチェの会」 声楽（歌の発表会） 13時〜

15時30分 自由 リリカ・ヴォーチェの会
☎ 233・7945（伊左次）

27日㈯
コネヴェツ・カルテット＆
ユリア・ホタイ
ロシア民謡と聖歌

コネヴェツ修道院
聖歌隊カルテット

18時30分〜
21時

全席指定
2,500円

NPO 日ロ文化交流センター
☎ 238･3311（平岡）

28日㈰ ヒデとマダムたちコンサート 歌とバンド発表会 14時〜18時 全席自由
   950円

平島秀洋歌謡教室
☎ 080･5458･1296

※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

小ホール

〔9月の休館日〕2 日㈫・1６日㈫

市民ギャラリー　9月の催し

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

　3日㈬ 黒岩白雪
ピアノミニコンサート ピアノコンサート 14時30分〜

15時30分
自由

（自由寄付制）
M ＆Y
☎ 0467･74･0290（黒岩）

10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〜
16時

事前
申込制 

  500円
うたごえがかり
☎ 080･5944･0425

13日㈯ Jazz touch in 海老名
Vol.5

えびかんジャズ講座
今回はギター特集

16時30分〜
18時30分

事前
申込制 

　500円
文化会館指定管理者
☎ 232･3231

14日㈰
スズキメソードピアノ科
加藤クラス
第 31回ピアノおさらい会

ピアノ発表会 14時〜16時 自由
スズキメソードピアノ科
加藤クラス
☎ 0463･96･5339

18日㈭ あなたも歌える
楽しいサロンコンサート

声楽のコンサート、
みんなで歌うコーナーや、
お客様の独唱コーナーもあり

13時45分〜
15時30分 1,000円

ムジカ コンパーニャ
リリカ・ヴォーチェの会
☎ 233･7945（伊左次）

23日㈫㈷ Concertino
オータムコンサート 声楽のコンサート 13時30分〜

15時30分 自由 コンチェルティーノ
☎ 042･799･7456（小島）

24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

28日㈰ アウローラ
第 2 回海老名公演 声楽のコンサート 14時〜

15時40分 1,000円 コンチェルティーノ
☎ 090･1773･7065（香川）

日にち タイトル 内容 時　間 場 所 問い合わせ

  7日㈰ 〜14日㈰ 海老名市美術協会
第 41回協会展

油彩
水彩
墨彩

10 時〜18時
（初日は13時から、
最終日は17時まで）

第 1
第 2

海老名市美術協会 
☎ 234･2879（清水）

17日㈬〜21日㈰ 第 9 回姫ユリ会
水彩画展 水彩画展

10 時〜17時
（初日は13時から、
最終日は16時まで）

第 2 姫ユリ会
☎ 233・5131（野口）

26日㈮ 〜30日㈫
長谷川
リボン・ビーズ
刺しゅう展

パッチワーク、
編物、リボン・
ビーズ刺繍、
洋裁の展示

10 時〜17時
（最終日は15時まで） 第 2 長谷川 マツ

☎ 238･4983

１２０サロン

〔9月の休館日〕2日㈫・16日㈫


