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文化会館５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

発表会 ピアノ教室生徒の
発表会 ３日㈮㈷ 14時～18時 自由 さくら音楽院

☎235･3301

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） ４日㈯㈷ 13時～

15時30分 自由
ムジカ　コンパーニャ／
リリカ･ヴォーチェの会
☎233･7945

ファクトリーブラス
アンサンブル
第10回定期演奏会

金管アンサンブル
を中心にした演奏
会

５日㈰㈷ 19時～21時 800円
ファクトリーブラス
アンサンブル
☎090･1206･9295

美響コンサートvol. ２ 声楽 ６日㈪（振） 14時～16時 2,500円 コーロミスト
☎233･2094

神奈川グランドピアノクラブ
定期演奏会 ピアノ演奏会 11日㈯ 12時～16時 自由

神奈川グランド
ピアノクラブ
☎090･2155･7096

ふえの旅「わ」
リコーダー＆ヴァイオリン
デュオコンサート

リコーダーと
ヴァイオリンデュオ
コンサート

11日㈯ 18時30分～
20時30分 2,500円

レーベンバッハ
音楽企画
☎080･5377･3303

第12回ヴォーチェ・ディ・
スペランツァ定期演奏会 演奏会 12日㈰ 13時30分～

15時30分 1,000円
ヴォーチェ・ディ・
スペランツァ
☎232･8668

二期会本公演に出演の歌手陣による
ハイライト公演とアリアの競演
オッフェンバック

「ホフマン物語」
ハイライトとオペラ名アリア集

ハイライト公演と
アリアの競演 18日㈯ 14時～16時

全自由席
<一般>
4,500円

<えびかん>
4,050円

文化会館指定管理者
☎232･3231

東日本大震災復興支援
大野伊作プロデュース
市文化会館共催
心地よい休日の響きVol. ２

器楽・声楽
※未就学児の入場
はできません。

19日㈰ 16時～18時

全自由席
<一般>
4,000円

<小・中・高生>
※50人限定

1,000円

大野音楽教室
☎042･712･9222

家庭倫理の会　相模中央
家庭倫理講演会 講演会 26日㈰ 10時～

11時30分 1,000円 家庭倫理の会相模中央
☎232･0921

ベルマーク運動説明会
市内PＴＡを対象
としたベルマーク
運動の説明会

27日㈪ 10時～
11時45分 自由

公益財団法人
ベルマーク教育助成財団
☎03･3572･4937

【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

さがみフィルハーモニック
第11回定期演奏会 演奏会 12日㈰ 14時～16時 自由 Sagami  Philharmonic

☎231･5601
文化団体連合会
春季文化祭 文化祭 26日㈰ 10時～16時 自由 文化団体連合会

☎235･3658

市民ギャラリー５月の催し 【５月の休館日】７日㈫・21日㈫

タイトル 内容 日にち 時間 場所 問い合わせ

白い樹の会 油絵・パステル・
水彩などの絵の展示

４月30日㈫～
５月５日㈰㈷

10時～18時
（初日は11時から、最終日は17時まで） 第２ 白い樹の会

☎254･4163

山田應義仏画展 絵画の展覧会 ６日㈪（振）～
12日㈰

９時～19時
（初日は15時から、最終日は17時まで） 第１ 山田應儀

☎080･2111･6516

写真教室ＯＢ会 写真展 ８日㈬～
13日㈪

10時～18時
（初日は13時から、最終日は17時まで） 第２ 写真教室ＯＢ会

☎233･4465

クラブＥＲＰ写真展 写真展 15日㈬～
19日㈰

10時～18時
（初日は13時から、最終日は17時まで） 第１ クラブＥＲＰ

☎233･0053

閑泉墨粋会水墨画展 水墨画展 15日㈬～
19日㈰

10時～17時
（初日は13時から、最終日は16時まで） 第２ 水墨画ＯＢ会

☎232･6357

ゆりの会 水彩画展 22日㈬～
26日㈰

10時～17時
（初日は12時から、最終日は16時まで） 第１ ゆりの会

☎231･5467

第16回野の花会はり絵展 はり絵展 22日㈬～
26日㈰

10時～17時
（最終日は16時まで） 第２ 野の花会

☎231･5988

夢色の会　水彩画展 水彩画展 ５月29日㈬～
６月２日㈰

10時～17時
（初日は13時から、最終日は16時まで） 第２ 夢色の会

☎232･0329

【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 みんなで歌いましょう
ギター＆宝塚OG １日㈬ 13時30分～

15時30分 500円 うたごえがかり
☎080･5944･0425

こと・尺八演奏会 演奏会 ６日㈪（振） 11時～15時 自由 尺八山びこ静山会
☎238･2608

うたごえひろば みんなで歌いましょう
ギター＆宝塚OG 13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
コンサート 16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 楽しい妊娠出産
育児講座 18日㈯ 13時20分～

16時30分 5,000円 お産の学校
☎080･5006･5059

ステラーレ・コンサート クラシック
コンサート 19日㈰ 13時30分～

15時30分 自由 ぐるぅぷ 花音
☎234･5660

お産の学校 楽しい妊娠出産
育児講座 25日㈯ 13時20分～

16時30分 5,000円 お産の学校
☎080･5006･5059

ギターと朗読コンサート 演奏と朗読 26日㈰ 13時30分～
15時30分 3,000円 朗読グループ花言葉

☎090･9677･9204

うたごえひろば みんなで歌いましょう
ギター＆宝塚OG 29日㈬ ９時30分～

11時30分 500円 うたごえがかり
☎080･5944･0425

バイオリンコンサート コンサート 31日㈮ 14時～16時 1,000円 バイオリンを聴く会
☎090･1544･1432


