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文化会館　10月の催し

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

12日㈰ 秀麗会
神奈川新舞踊県大会 新舞発表会 12時30分～

15時
要

入場券
日本芸能協会事務センター

（秀麗会）
☎ 03・6457・6015

13日㈪㈷ 大和ウィンドシンフォニア
第13 回定期演奏会 吹奏楽演奏会 14 時～16時 自由 大和ウィンドシンフォニア

☎ 090･7006･4906（小熊）

18日㈯ 第15 回　海老名おわら 越中おわら節公演 13 時 30分～
15 時 30分 自由 海老名おわら四季の会

☎ 232･8182（若山）

19日㈰
新日本舞踊
春日流創流 10 周年
記念発表会

新日本舞踊発表会 10時～17時 自由 新日本舞踊　春日流
☎ 238･0555（今井）

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

 4 日㈯
えびかんクラシカル・コンサート＃19
小林美樹
ヴァイオリン・リサイタル

ヴァイオリン
リサイタル 14 時～16時 全席指定

3,000円
文化会館指定管理者
☎ 232･3231

11日㈯ 幸扇流　さくら会
発表会 新日本舞踊発表会 11時～16時 自由 幸扇流　さくら会

☎233･2269（滝瀬）

12日㈰
第 4 回
全音連海老名支部
親睦歌謡発表会

歌唱発表会 10時～
17時30分 自由

全日本音楽教室指導者連合会
海老名支部
☎ 233･4416（中安）

16日㈭ ポストレ・デ・ボス試演会 ピアノ・歌の試演会 11時45分～
16時 自由 ポストレ・デ・ボス

☎ 255･6465（佐藤）

18日㈯ ル・レーヴ　
気ままなコンサート

オペラのハイライト
（声楽）

13時30分～
15時30分

全席自由
1,500円

（小学生以下  　　　　 　
800円）

ル・レーヴ
☎ 248・8802（原田）

25日㈯
トゥーラ・トロンボーン・
クァルテット
～2014 second ～

トロンボーン
カルテットの演奏会 19時～21時 全席自由

1,000円
渡邊千晶
☎ 090･6190･1901

27日㈪ ベビーサインで
ハロウィンパーティー

赤ちゃんのための
ハロウィンパーティー

13時～
14時30分

全席自由
1,000円

事前申込制
定員有

大黒恵子
☎ 090･4203･1112

※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

〔10月の休館日〕7日㈫・21日㈫
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

　3日㈮ 海老名童謡コーラス コーラス 13時～
14時30分 自由 海老名童謡コーラス

☎ 233･3219（矢口） 

　5日㈰ 玉響会コンサート 合唱・独唱・
ピアノ・器楽ほか

13時30分～
15時30分 自由 平澤共子

☎ 238･2066

　6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

11日㈯ お葬式セミナー お葬式講演会 11時～16時 自由
NPO 法人
全国葬送支援協議会
県央相模原支部
☎ 234･0777

13日㈪㈷ フルート＆リコーダー
発表会

フルート
リコーダー

13時30分～
15時45分 自由 神田康子

☎ 080･1108･1048

16日㈭ 第20回声楽公開レッスン
in120サロン

声楽（個人歌唱）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（伊左次）

20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

29日㈬
事前

申込制 
   500円

日にち タイトル 内容 時　間 場 所 問い合わせ

 1 日㈬ ～ 5 日㈰ 「まあいっか」
写真展 写真展

10 時～18時
（初日は12時から、
最終日は16時まで）

第 1 海老名フォトクラブ
☎232･5670（山家）

 1 日㈬ ～ 5 日㈰ 第11回
小百合会絵画展 水彩画展

10 時～17時
（初日は12時から、
最終日は16時まで）

第 2
えびな水彩画クラブ
小百合会
☎ 238･3927（鈴木）

  8 日㈬～13日㈪㈷ 想い 写真展
10 時～18時

（初日は13時から、
最終日は17時まで）

第 2 F.C.B.C
☎ 231･4575（増田）

  8 日㈬～14日㈫ 第33回海彩会展 水彩
油彩画展

10 時～17時
（初日は13時から、
最終日は16時まで）

第 1 海彩会
☎ 090･5766･7932

14 日㈫ ～19日㈰ 海老名デッサン会展 絵画展
10 時～17時

（初日は13時から、
最終日は16時まで）

第 2 海老名デッサン会
☎ 238･9332

15日㈬ ～18日㈯ 第11回
キルトハウス仲間展

パッチワーク
作品展

10 時～17時
（初日は13時から、
最終日は16時まで）

第 1 キルトハウスNANA
☎ 232･9200（西條）

１２０サロン

市民ギャラリー　10月の催し 〔10月の休館日〕7日㈫・21日㈫


