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文化会館12月の催し
※12月の文化会館・市民ギャラリーの休館日は、３日㈫・17日㈫・
29日㈰・30日㈪・31日㈫です。
※催しの内容は、主催者の都合により、時間などが変更となる場
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

エビナ・ハワイアン・
フェスタ

ハワイアンワークショップ参
加者と、市内のフラ・ウクレ
レ教室による合同発表会

１日㈰ 12時～16時 全席自由
500円

文化会館指定管理者
☎232･3231

かながわハートフルフェスタ
2013  in  えびな 講演会 ７日㈯ 13時～16時 自由 市市民活動推進課

☎235･4568

BELLA  CAMPANELLA
声楽発表会 声楽発表会 10日㈫ 14時～16時 自由 BELLA  CAMPANELLA

☎090･1257･4993

育児を楽しく行うために お父さんの育児参加を
促すための講演会 14日㈯ ９時30分～

11時30分
全席自由

２人まで/1,000円
※赤ちゃん膝上ＯＫ

お産の学校
☎080･5006･5059

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～

16日㈪ 13時45分～
15時45分

全席自由
1,000円

うたごえがかり
☎080･5944･0425

【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

えびかんクラシカルコンサート
♯15
孤高の巨匠！
エリック・ハイドシェック
ピアノ・リサイタル

ピアノリサイタル
※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

１日㈰ 14時～16時

全席指定
<一般>

S席/2,500円
A席/1,500円

<えびかんクラブ>
S席/2,250円
A席/1,350円

文化会館指定管理者
☎232･3231

清の会
邦楽と舞踊 日舞・邦楽演奏ほか ８日㈰ 12時～18時 自由 清の会

☎231･6515

スタジオジブリ作品
初のミュージカル化！
ミュージカル
おもひでぽろぽろ

ミュージカル
※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

14日㈯ 15時～17時

全席指定
<一般>

大人/3,000円
高校生以下/2,000円
<えびかんクラブ>
大人/2,700円

高校生以下/1,800円

文化会館指定管理者
☎232･3231

第87回東海大学管弦楽団
定期演奏会 管弦楽団演奏会 15日㈰ 14時～

15時30分
全席自由

500円
東海大学文化部連合会
管弦楽団
☎0463･58･1211

平成25年度神奈川県高等学校
総合文化祭・第24回高等学校
郷土芸能発表会

郷土芸能発表会 22日㈰ 10時30分～
17時 自由

神奈川県高等学校文化
連盟郷土芸能専門部
☎045･922･1677

県立厚木高校吹奏楽部
第７回冬の演奏会 吹奏楽演奏会 24日㈫ 18時30分～

20時 自由 厚木高校吹奏楽部
☎221･4078

Ｘmasコンサート 合唱コンサート 25日㈬ 13時～15時
全席自由

大人/700円
小学生以下/300円

童謡倶楽部《萌》
☎090･1217･4603

横浜隼人高校吹奏楽・合唱
・和太鼓の合同演奏会 各部合同の演奏会 26日㈭ 15時30分～

18時 自由 横浜隼人高校吹奏楽部
☎045･364･5101

９th  School  Performance
Ｉvy  Ballet  2013 バレエ発表会 28日㈯ 17時30分～

20時 自由 Ｉvy  Ballet
☎225･1616

【小ホール】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

尺八山びこ静山会
第11回演奏会 尺八ほか 20日㈮ 13時～16時 自由 尺八山びこ静山会

☎238･2608

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

21日㈯ 14時～16時 自由 文化会館指定管理者
☎232･3231

東海大学混声合唱団
グリークラブ
第23回定期演奏会

30人程度の混声合唱
の演奏会 25日㈬ 19時～21時 自由

東海大学文化部連合会
グリークラブ
☎080･3506･9740

ジョイントコンサート ピアノコンサート 28日㈯ 17時30分～
20時

全席自由
前売券/2,000円
当日券/2,500円

宮本和歌子
☎090･4062･3994

【120サロン】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

門コミフォークソング
愛好会

フォークソング
発表会 １日㈰ 14時～16時 自由

門コミフォークソング
愛好会主催者
☎238･4903

ピアノ発表会 ピアノ発表会 ８日㈰ 13時～
15時30分 自由 大貫和紀

☎080･3129･0774

中山達也
オーボエミニ・リサイタルvol.4

オーボエ・ピアノ・バイオ
リンのサロンコンサート 11日㈬ 19時～

19時40分 1,500円 中山達也
☎090･7213･6447

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＆
パーティー 16日㈪ 13時30分～

16時 2,000円
ムジカ　コンパーニャ
リリカ・ヴォーチェの会
☎233･7945

ピアノ発表会 ピアノ発表会 21日㈯ 14時30分～
16時 自由 南沢瑞穂

☎232･7457

クリスマス会 ピアノとハンドベル
の発表会 25日㈬ 10時～

15時30分 自由 みずほ音楽教室
☎090･6948･2426

市民ギャラリー12月の催し
タイトル 内容 日にち 時間 場所 問い合わせ

国分コミュニティセンター
文化展示会

絵画、書道などの
展示

11月30日㈯～
12月２日㈪

10時～17時
（初日は13時から、最終日は15時まで）

第１ 国分コミセン
☎090･4672･3053

世界エイズデーへの祈り展 絵画展示 １日㈰ 13時～19時 第２
林　節子の美術館

（ギャラリー欅）
☎233･7786

第16回三ツ境カルチャー
フォトクラブ写真展 写真展 ４日㈬～

９日㈪
10時～18時

（初日は12時から、最終日は15時まで）
第１ クラブERP

☎0467･79･9120

シルバー人材
手芸教室OB会 手芸品の展示 ５日㈭～

８日㈰
10時～17時

（初日は12時から、最終日は16時まで）
第２ 手芸教室OB会

☎231･5314

鈴木裕子展（日本画） 作品展 11日㈬～
15日㈰ 10時～16時 第１ 鈴木裕子

☎261･4302

問文化スポーツ課☎（235）4927

中野公園人工芝グラウンド
利用予約開始

【予約可能日】12月１日㈰～平成26年３月31日㈪
【使用可能時間】９時～17時
【申し込み】11月15日㈮から、直接文化スポーツ課へ。

無料


