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文化会館３月の催し ※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。料金や座席などの詳細は、各問い合わせ先へ。

タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ
混声合唱団
さがみ演奏会 合唱演奏会 ９日㈯ 14時～16時 1,000円 混声合唱団さがみ

☎231・5880

花見のおわら 越中おわら節 19日㈫ 18時～
21時30分 自由 海老名おわら四季の会

☎090・3218・4392

音楽会 ピアノと歌の
音楽会 20日㈬㈷ 13時30分～

16時 800円 ドルチェ
☎080・4475・2129

ピアノ発表会 ピアノ発表会 23日㈯ 13時～
15時30分 自由 伊奈千加子ピアノ教室

☎090・3597・8680

由香和会 箏の演奏会 24日㈰ 11時～16時 自由 由香和会
☎231・8768

才能教育研究会ピアノ科
第38回卒業記念演奏会 ピアノ発表会 25日㈪ 15時30分～

18時30分 自由
才能教育研究会ピアノ科
相模ブロック
☎0463・96・5339

大和南高校吹奏楽部
第32回定期演奏会 吹奏楽演奏会 27日㈬ 16時30分～

18時30分 自由 大和南高校
☎269・5050

みんなで楽しいコンサート コンサート 28日㈭ 13時～16時 自由 鈴木芳子
☎090・5427・1582

第29回かながわ音楽
コンクール

ユースピアノ部門・
相模地区準本選会場 31日㈰ 10時30分～

18時 自由 神奈川新聞社
☎045・227・0738

【小ホール】

【大ホール】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

しまじろうコンサート
おとぎのくにのだいぼうけん
しまじろうといっしょに
うたってあそぼう！！

ミュージカル
※２歳以下で膝上鑑
賞の場合、１人まで
無料。座席が必要な
場合は有料となりま
す。

16日㈯

〈１回目〉
13時～
14時15分
〈２回目〉
16時～
17時15分

〈一般〉
1,900円

〈えびかん〉
1,700円

文化会館指定管理者
☎232・3231

いっこく堂 with Dr.レオン
in 海老名市文化会館

ヴォイス＆
マジックイリュー
ジョン

20日㈬㈷ 16時～18時

〈一般〉
4,000円

〈えびかん〉
3,600円

文化会館指定管理者
☎232・3231

有馬高校吹奏楽部
定期演奏会 吹奏楽演奏会 23日㈯ 17時30分～

20時 自由 有馬高校吹奏楽部
☎238・1333

第23回定期演奏会 吹奏楽演奏会 24日㈰ 13時～
15時30分 自由

藤沢市立御所見中学校
吹奏楽部
☎0466・48・1014

横浜緑園総合高校吹奏楽部
定期演奏会 吹奏楽演奏会 27日㈬ 18時～

20時30分 自由 横浜緑園総合高校
☎045・812・3371

Tokyo  Phoenix  Live マーチングバンド
ステージほか 31日㈰ 17時30分～

19時30分 自由 東京フェニックス
☎090・1117・4998

市民ギャラリー３月の催し 【３月の休館日】５日㈫・12日㈫

タイトル 内容 日にち 時間 場所 問い合わせ
日本風景写真協会神奈川支部
第９回作品展　彩時記 写真展 ２月26日㈫～

３月３日㈰
10時～17時

（初日は13時から、最終日は16時まで） 第１ 日本風景写真協会神奈川支部
☎237・1777

えびな手作り文化展 作品展 １日㈮～
３日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 神奈川北央医療生協海老名支部

☎235・5154

第７回昂彩会展 油彩展 ６日㈬～
10日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第1 昂彩会

☎231・2116

第23回海老名写真同人展 写真展 ９日㈯～
17日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 海老名写真同人

☎233・0438
全日写連西東京支部
第13回写真展 写真展 11日㈪～

18日㈪
10時～17時

（初日は13時から、最終日は16時まで） 第1 全日写連西東京支部
☎233・0457

シックスアート展 絵画展 18日㈪～
24日㈰

10時～18時
（初日は12時から、最終日は17時まで） 第２ シックスアート

☎231・7059

第３回粋画会水彩画展 水彩画展 26日㈫～
31日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第２ 粋画会

☎238・5686

　海老名市・大和市・座間市・綾瀬市を中心に操業している、もの
づくり企業による展示会方式の交流会です。申し込み不要。直接会
場へお越しください。
▶日時　２月21日㈭10時～17時30分
▶会場　海老名市民ギャラリー
▶内容　�①地域企業の紹介（約45社）②各種相談③特別講演（講師：

江戸っ子１号プロジェクト推進委員長・杉野行雄氏）
▶費用　無料

第４回県央ものづくり交流会を開催します！ 問商工課☎（235）4843
昨
年
の
様
子

【120サロン】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

うたごえひろば ギター伴奏で
心の歌 ６日㈬ 13時30分～

15時30分 500円 うたごえがかり
☎080・5944・0425

あなたも歌える
楽しいサロンコンサート

声楽・お客様の
独唱など 14日㈭ 13時45分～

15時30分 1,000円 ムジカ　コンパーニャ
☎233・7945

お産の学校（両親学校） 助産師が語る出産準備
に向けての両親学校 16日㈯ ９時30分～

12時 5,000円 お産の学校
☎080・5006・5059

うたごえひろば ギター伴奏で
心の歌 18日㈪ 13時30分～

15時30分 500円 うたごえがかり
☎080・5944・0425

おやこコンサートin海老名 未就学児入場可のク
ラシックコンサート 20日㈬㈷ 14時30分～

15時30分 1,500円 音楽団体Euphoria
☎090・3548・1658

お産の学校（両親学校） 助産師が語る出産準備
に向けての両親学校 23日㈯ 13時20分～

16時30分 5,000円 お産の学校
☎080・5006・5059

第３回生きがい発見塾
自分探し仲間作り相談会 相談会 24日㈰ 10時30分～

16時 自由 生きがい発見塾
☎231・6084

うたごえひろば ギター伴奏で
心の歌 25日㈪ ９時30分～

11時30分 500円 うたごえがかり
☎080・5944・0425

クチナシコンサート ピアノの
ミニコンサート 26日㈫ 14時～

15時30分 自由 マトリョーシカ
☎234・7760

ハッピーコンサート ピアノ発表会 30日㈯ 12時30分～
15時30分 自由 ピアノブレイク

☎231・4959


