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文化会館11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
認証30周年記念チャリティ
AKI ISODA ONE WOMAN PLAY
「シェイクスピアに学ぶ美しいことば」

演劇 ９日㈮ 18時～
20時40分 4,500円 国際ソロプチミスト海老名

斉藤☎0467･78･0127

日本を代表するチェロの名手
藤原真理　チェロ・リサイタル

チェロリサイタル
※未就学児入場不可 10日㈯ 14時～16時

全席指定
〈一般〉
4,500円

〈えびかん〉
4,050円

文化会館指定管理者
☎232･3231

リトルコンサート 発表会 11日㈰ 12時30分～
16時 自由 影山陽子

☎231･3285

室内楽のゆうべ
ピアノ・ヴァイオ
リン・チェロによ
る室内楽演奏会

16日㈮ 19時～21時 2,500円 皆川美香
☎235･3301

平成24年度第２回男女共同参画
講演会「夫婦脳～夫心と妻心
なぜこうも相容れないのか～」

講演会 17日㈯ ９時30分～
11時30分 自由 市民活動推進課

☎235･4568

第21回りべるて響会公演
福田真顕ピアノリサイタル ピアノリサイタル 17日㈯ 18時30分～

20時30分 3,000円 りべるて響会
清水☎090･2634･6119

大和ウインドシンフォニア
第11回定期演奏会 吹奏楽の定期演奏会 18日㈰ 14時～16時 自由 大和ウインドシンフォニア

☎090･7006･4906
BELLA CAMPANELLA
声楽発表会 声楽発表会 19日㈪ 13時30分～

16時 自由 BELLA CAMPANELLA
☎090･1257･4993

【小ホール】

【大ホール】 ※第45回海老名市民文化祭については、16ページをご覧ください。
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

明治大学 マンドリン倶楽部
MANDOLIN CONCERT in EBINA

マンドリン
フルオーケストラ ５日㈪ 19時～21時

全席指定
〈一般〉
1,000円

〈えびかん〉
  900円

文化会館指定管理者
☎232･3231

第13回
県央アンサンブルコンテスト 吹奏楽 11日㈰ 10時30分～

19時30分 500円 県央吹奏楽連盟
☎090･1775･1221

Char IN EBINA
"TRADROCK" ロックコンサート 16日㈮ 19時～

21時30分

全席指定
〈一般〉
6,000円

〈えびかん〉
5,400円

文化会館指定管理者
☎232･3231

創立25周年記念
海老名市民吹奏楽団
第24回定期演奏会

記念演奏会
第１部『「音」故知新～
日本の心～』八木節ほか
第２部『音楽で綴る物語
～Stories by Music
～』ガリバー旅行記ほか

18日㈰
13時30分～
16時
（開場13時）

自由 海老名市民吹奏楽団
馬場☎090･1459･6302

【120サロン】
タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ

第５回海老名母親大会
歌とピアノ平和コンサート 歌とピアノ １日㈭ 14時～16時 1,000円 海老名母親連絡会

☎233･3308

うたごえひろば ギター伴奏で心の歌 ７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 ８日㈭ 13時45分～

15時30分 1,000円 ムジカ コンパーニャ
☎233･7945

市民発・平和の集い
「戦争体験を聴こう」

戦争体験者の話を
聞く集い 17日㈯ 14時～16時 400円 かながわネットワーク

運動海老名☎232･3921

Harmonia オペラ・歌曲
コンサート 17日㈯ 18時30分～

21時 2,000円 flos filias
☎080･1196･6795

うたごえひろば ギター伴奏で心の歌 19日㈪ 13時30分～
15時30分 500円 うたごえがかり

☎080･5944･0425
門コミフォークソング
コンサート

フォークソング
発表会 25日㈰ 14時～16時 自由 門コミフォークソング

愛好会☎238･4903

朗読発表会 朗読発表会 26日㈪ 10時～15時 自由 朗読愛好会（ひびき）
☎0463･77･3176

うたごえひろば ギター伴奏で心の歌 27日㈫ ９時30分～
11時30分 500円 うたごえがかり

☎080･5944･0425

市民ギャラリー11月の催し
【11月の休館日】６日㈫・13日㈫・20日㈫

タイトル 内容 日にち 時間 場所 問い合わせ

小百合会絵画展 絵画展 ５日㈪～
11日㈰

10時～17時
（初日13時から、最終日16時まで） 第２ えびな水彩画クラブ

小百合会☎238･3927

国分コミセン
第９回作品展

絵画・写真・
押し花などの
展示

９日㈮～
11日㈰

10時～18時
（初日13時から、最終日17時まで） 第１ 国分コミセン

☎235･2000

第21回20人会
油彩画・水彩画展 絵画展 12日㈪～

18日㈰
10時～18時
（初日13時から、最終日17時まで） 第２ 20人会

☎233･3239

希実野マエ個展
「カップルの永遠の
愛の形」

絵画・インス
タレーション

14日㈬～
18日㈰

10時～18時
（初日13時から、最終日17時まで） 第１ ポプリボン

☎090･7845･1757

木上書道教室作品展 書道作品展 19日㈪～
25日㈰

10時～17時
（初日13時から、最終日16時まで） 第２ 木上書道教室

☎231･4427

第８回フォトいちご
会写真展 写真展示会 27日㈫～

12月２日㈰
10時～18時
（初日12時から、最終日17時まで） 第２ フォトいちご会

☎238･2140

タイトル 内容 日にち 時間 入場方法 問い合わせ
映画「めぐみ―引き裂かれ
た家族の30年」上映会・
特定失踪者問題調査会
杉野正治さんによる講演会

映画上映・講演会 27日㈫ 18時～
20時20分 事前申込制

県県央地域県政総合
センター企画調整課
☎224･4208

男声コーラス「ラルゴ」／女声
コーラス「スペランツァ横濱」
ジョイント･コンサート

ジョイント･
コンサート 28日㈬ 13時～

15時30分 自由 男声コーラス「ラルゴ」
☎042･745･2776

【小ホール】

※第45回海老名市民文化祭については、16ページをご覧ください。


