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文化会館９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

Gruppo MaToBe 声楽発表会 ２日㈰ 13時～16時 自由 的場門下
☎080･1538･8474

素人落語家・風月亭花鳥独演会
「噺家ごっこ　其の二」

～男の子なんだから我慢しなさいの巻～
落語音楽 ８日㈯ 17時30分～

20時30分 自由 萩原俊徳
☎090･9858･1345

東海大学大学院生による
Joint Concert 演奏会 13日㈭ 17時～

20時45分 自由 東海大学大学院芸術学研究科
☎0463･58･3440

リシュモア音楽教室発表会 ピアノ・声楽・ヴァ
イオリンの発表会 16日㈰ 13時～18時 自由 リシュモア音楽教室

☎045･392･0373

コール高森演奏会2012 女声合唱組曲 23日㈰ 14時～
15時45分 1,000円 コール高森

☎0463･93･1766
TSUKEMEN LIVE 2012
～EL DORADO～

ヴァイオリン２本と
ピアノによる音楽 29日㈯ 17時～19時 一般/4,200円

えびかん/4,000円
文化会館指定管理者
☎232･3231

【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

日本通運presents
由紀さおり・安田祥子
“Songs With Your Life Concert”
ファイナル･ツアー～ありがとう25年～

歌のコンサート
※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

８日㈯ 15時～17時
全席指定

一般/6,000円
えびかん/5,700円

文化会館指定管理者
☎232･3231

第12回オカリーナのつどい オカリナ演奏会 ９日㈰ 10時30分～
18時 自由 オカリーナのつどい実行委員会

☎247･7594

朝日さわやか寄席 落語会 14日㈮ 18時30分～
20時30分 3,000円 神奈川北部朝日会

☎229･1748
第40回全日本歌謡研究会
神奈川地区段位認定発表会 カラオケ段位認定会 22日㈯㈷

23日㈰
９時30分～
21時30分 自由 全日本歌謡研究会神奈川県本部

☎234･8484
ブルックナーの７番を
演奏する会 演奏会 30日㈰ 14時～

15時30分 自由 桜井愛彦
☎235･6709

【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 ５日㈬ 13時30分～
15時30分 500円 うたごえがかり

☎080･5944･0425
声楽公開レッスン
in 120サロン

声楽（個人歌唱）の
公開レッスン 13日㈭ 13時20分～

16時20分 500円 ムジカコンパーニャ
☎233･7945

洋裁教室 「作品発表会」 ファッションショー 16日㈰ ９時30分～
11時30分 自由 萩尾洋裁教室

☎231･2157
スズキメソードピアノ科
加藤クラスピアノおさらい会 ピアノ発表会 16日㈰ 14時～16時 自由 同ピアノ科加藤クラス

☎0463･96･5339
神奈川グランドピアノ
クラブ サークル定例会 22日㈯㈷ 13時～

16時30分 自由 神奈川グランドピアノクラブ
☎090 ･ 2155 ･ 7096

うたごえひろば ギター伴奏で心の歌 24日㈪ ９時30分～
11時30分 500円 うたごえがかり

☎080･5944･0425
横浜真空管アンプ同好会
公開試聴会 アンプの発表試聴会 30日㈰ 13時～18時 自由 横浜真空管アンプ同好会

☎045･804･6407

市民ギャラリー９月の催し 【９月の休館日】４日㈫・18日㈫

タイトル 内容 日にち 時間 場所 問い合わせ

海老名市美術協会
第39回協会展 絵画展 ２日㈰～

９日㈰
10時～18時

（初日13時から、最終日17時まで）
第１
第２

海老名市美術協会
飯島　功　☎232･6696

輝く生命の絵画展 絵画展 11日㈫～
17日㈪㈷

10時～18時
（最終日15時まで） 第２ グループ完

☎229･2805

県中央地域連合
第17回文化展

絵画・書道・
写真・彫塑な
どの展示

15日㈯～
16日㈰

12時～17時
（最終日10時～16時） 第１ 県中央地域連合

☎0467･76･4067

「まあいっか」写真展 写真展 19日㈬～
23日㈰

10時～18時
（初日12時から、最終日16時まで） 第１ 海老名フォトクラブ

☎233･6847

第７回
姫ユリ会水彩画展 水彩画展 19日㈬～

23日㈰
10時～18時

（初日13時から、最終日16時まで） 第２ 姫ユリ会
☎231･8254

第31回海彩会展 絵画展 24日㈪～
30日㈰

10時～18時
（初日12時から、最終日17時まで） 第１ 海彩会

☎234･0293

第３回現代書
波田野竹峰個展 書道個展 28日㈮～

10月１日㈪
10時～16時

（初日13時～17時、最終日17時まで） 第２ 波田野竹見
☎235･2355

音との出会い 心のふれあい
第27回海老名市民音楽祭
　市内で活動する25の音楽団体、約800人が参
加する手作りの祭典です。入場無料。日頃の活
動の成果をご覧ください。
▶日時　９月２日㈰ 10時開演（９時30分開場）
▶会場　文化会館大ホール

問文化スポーツ課☎（235）4797

時間 団体名 ジャンル

10時～

崔宗宝と唄う会 合唱
海老名混声合唱団　海西 合唱
海老名男声合唱団 “Traum” 合唱
大谷中学校リコーダーアンサンブル部 器楽
♮of♮（ナチュラル・オブ・ナチュラル） 器楽

11時～

海老名市民吹奏楽団 器楽
由香和会 邦楽
山びこ静山会 邦楽
海老名二胡の会 器楽

12時～

コールにしき 合唱
しらかしの会 合唱
グループホーム  グリーンハウス・えがお 合唱
県立有馬高校合唱部 合唱

時間 団体名 ジャンル

13時～

☆全員合唱☆　「歌い続けよう」
休　憩
県立有馬高校吹奏楽部 器楽
県央アコーディオンサークル 器楽
ういんど・えびな 邦楽

14時～

混声合唱団　すおなーれ 合唱
混声合唱団　風雅 合唱
童謡倶楽部《萌》 合唱
レーベンフロイデ合唱団 合唱
コカリナ♡Erdo 器楽
県立中央農業高校吹奏楽部 器楽

15時～
オカリーナ・風 器楽
ビナ三曲こくぶんじ 邦楽
邦楽ぐるーぷ “扇” 邦楽※終演は16時　※時間は予定です。進行状況で前後する場合があります。

第27回海老名市民音楽祭プログラム
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