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文化会館　12月の催し

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

 6 日㈯ えびかんクラシカルコンサート＃21
中村紘子 ピアノリサイタル ピアノリサイタル 14 時～16 時

Ｓ席 3,500 円
Ａ席 2,500 円
学生 1,000 円
（当日券のみ

要学生証）

文化会館指定管理者
☎ 232･3231

 7 日㈰ チャリティーコンサート 合唱 14 時～17 時 自由
海老名おうまのおやこ
合唱団
☎ 239･2275（平賀）

11日㈭ 第56回定期演奏発表会 四部混声合唱と
オリジナル演劇

17時30分～
20時30分 自由

専修大学混声合唱団
カッパコーラス部
☎ 080･6913･2531

13日㈯
えびなベートーヴェン
コンサート
第八＆第九　2014

合唱 16時～18 時

〈第 1 部・2 部通し〉
Ｓ席 4,000 円
Ａ席 3,500 円
 B席 3,000 円

車いす席 2,000円
介護者席 3,500円

〈第2 部（第九）のみ〉
 2,000 円

海老名で「第九」を
歌おう会事務局
☎233･4727

（Café LaLaLa 佐藤）

14日㈰ 第89回冬季定期演奏会 管弦楽演奏会 15時～
16時 30分

全席自由　
  500円

（市内在住 300 円）
中学生以下は無料

東海大学文化部連合会
管弦楽団
☎ 090･9979･7836

（小室）

20日㈯ 県立海老名高校
学校説明会 学校説明会 10 時～11時 自由 海老名高校

☎ 232･2231

20日㈯ ユース・ウィンド・オーケストラ
第28回ウィンターコンサート 吹奏楽演奏会 18 時 30分～

20時 自由
ユース・ウィンド・オーケストラ
☎ 080･1175･3562

（秋山）

24日㈬ 県立厚木高校吹奏楽部
第8回冬の演奏会 吹奏楽演奏会 18 時～

20時 30分 自由 厚木高校吹奏楽部
☎ 221･4494（塩田）

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

 4 日㈭
プロが教えてくれる
赤ちゃんを育てるための
歌の会クリスマスコンサート

クリスマスコンサート
（声楽・ピアノ）

13 時30 分～
15 時30 分

全席自由
3,000 円

6sonsmama
☎ 090･1663･0490（牧野）

 7日㈰ エビナ・ハワイアンフェスタ
2014

フラ・ウクレレ発表会＆
楽しいハワイアンステージ 14時～16時 全席指定

   500 円 
文化会館指定管理者
☎ 232･3231

  9日㈫
シェーナウの想い～自然
エネルギー社会を子ども
たちに～

生活クラブの映画上映会 10 時～
11時 40 分

事前
申込制

生活クラブ生協相模原セン
ター
☎ 042･759･3521（小池）

10日㈬ ジョイントコンサート ピアノ演奏会 13 時30 分～
15 時 45 分 自由 ピアニーノ

☎ 042･741･2172（竹中）

14日㈰ 第17回
琴ミニコンサート

琴体験教室参加の市内
小学生と市内琴グループ
による合同コンサート

14時～
16時 30分 自由 文化会館指定管理者

☎ 232･3231

17日㈬ 第 1回
冬の41人コンサート 吹奏楽コンサート 19時～

20時 30分 自由 有馬高校吹奏楽部
☎ 238･1333（伊東）

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

20 日㈯ Harmonica Ladies in 
Concert 2014 ハーモニカコンサート

11時 30分～
13時 30分
15時 30分～
17時 30分

全席自由
前売券

1,500 円
当日券

2,000 円

ハーモニカレディスイン
コンサート企画事務局
☎ 042･745･8665（村上）

21 日㈰

海老名市民オペラ第1回公演
オペラ「愛の妙薬」
プレ・コンサート

（演奏会形式）

オペラ公演
（演奏会形式） 17 時～19 時

全席自由
前売券

2,000 円
当日券

2,500 円

海老名市民オペラ事務局
☎ 090･1217･4603（川田）

22 日㈪ 第12回尺八・琴
山びこ静山会　発表会 尺八と琴の発表会 13 時～16 時 自由 尺八山びこ静山会

☎ 238･2608（佐藤）

27 日㈯ 山脇ピアノ教室発表会 ピアノ発表会 13 時30 分～
15 時30 分 自由 山脇一宏

☎ 232･5226

※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

小ホール 〔12 月の休館日〕
2 日㈫・16日㈫・29日㈪・30日㈫・31日㈬

日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

　5 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）

　6 日㈯ M ＆ E 中央林間校
クリスマスコンサート ピアノ・歌・英語スピーチ 13 時～

15 時 30 分 自由 M ＆ E 中央林間校
☎ 080･6506･5855（荒谷）

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～
15時30分

事前
申込制 

   500円
うたごえがかり
☎ 080･5944･0425

18日㈭ 楽しいサロンコンサート・
クリスマススペシャル 声楽コンサート

10時30分～
13時
13時30分～
16時

事前
申込制 

   2,200円
ムジカ コンパーニャ
☎ 233･7945（伊左次）

19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）

20日㈯ ピアノ発表会 ピアノ発表会 14時30分～
16時 自由 南沢瑞穂

☎ 232･7457

21日㈰ クチナシコンサート
第二楽章

ピアノ、声楽の
ミニコンサート

13時～
15時40分 自由 マトリョーシカ

☎ 234･7760（岡本）

22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

26 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）

日にち タイトル 内　容 時　間 場 所 問い合わせ

  1 日㈪ 世界エイズデーへの
祈り展 絵画 13 時～ 19 時 第 2 林 節子

☎ 233･7786

  4 日㈭～ 7 日㈰ キルト展 パッチワーク・
キルトの展示

10 時～ 18 時
（最終日は 16 時まで） 第 1

アメリカンクラフト
レディースクラブ
☎235･1739（柴沼）

  5 日㈮～ 6 日㈯ 花古流　朝倉社中展
実るものに魅かれて 生け花展示 10 時～17 時 第 2

花古流朝倉社中
☎ 090･7704･0617

（朝倉）

12 日㈮～13 日㈯ ママの手作り写真
アルバム展示会

写真アルバム
の展示

11 時～ 16 時
（最終日は10時から） 第 2

ママのアルバムづくりの会
☎ 090･6564･1774

（五十川）

市民ギャラリー　12月の催し

１２０サロン

〔12 月の休館日〕
2 日㈫・16 日㈫・29 日㈪・30日㈫・31日㈬


