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大ホール
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

10日㈰ レーベンフロイデ合唱団
第17回コンサート

合唱（海西中・生田高
校の生徒出演あり） 14時～16時 全席自由

1,000円
レーベンフロイデ合唱団
☎233・4727（佐藤）

22日㈮ 有馬高校吹奏楽部
第4回冬の演奏会 吹奏楽部演奏会 19時～

20時30分 自由 県立有馬高校吹奏楽部
☎238・1333（中山）

23日㈯ 第15回海老名市こころの
バリアフリー2017

障がいに関する講演
など 13時～16時 自由

海老名市こころのバリアフリー
実行委員会
☎235・4812

26日㈫ 厚木高校吹奏楽部
第11回冬の演奏会 吹奏楽部演奏会 19時～21時 自由 県立厚木高校吹奏楽部

☎221・4495（吹奏楽顧問）

小ホール
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

  2日㈯ コール愛
第２回演奏会 合唱 14時～16時 全席自由

800円
コール愛
☎233・2094（竹井）

  3日㈰ アレグレス・ウィンド・
オーケストラ演奏会 吹奏楽の演奏会 15時～17時 全席自由

アレグレス・ウィンド・
オーケストラ
☎090・9954・3188（天野）

10日㈰
～ことグループひびき
&きらら～第20回記念
ミニ琴コンサート

琴のコンサート 14時～17時 自由 ひびき
☎232・4780（中山）

14日㈭ 琴
き ん し ん

心流
りゅう

大正琴
クリスマスコンサート 大正琴の演奏 12時30分～

16時
全席自由
2,000円

琴心流海老名支部
☎238・0275（小俣）

15日㈮ 海老名童謡コーラス コーラス 13時～
14時30分 自由 童謡コーラス支援事務局

☎03・5956・6720

17日㈰
クリスマスコンサート
とコミック防災音楽劇

「御近所絆物語」

東京二期会所属
歌手による
コンサートと
音楽劇

14時～16時

全席指定
一般 1,500円

シルバー
（65歳以上）1,200円

3歳～中学生
800円

※2歳以下入場不可

文化会館指定管理者
☎232・3231

20日㈬ 高齢者生きがい教室
「懐かしき心の歌教室」 合唱 13時30分～

15時30分 自由 高齢介護課
☎235・4950

23日㈯㈷ RDT20周年記念発表会 ダンス

①13時～
　15時30分

自由 ティンカー・ベル
☎080・4862・0015（近藤）②16時～

　18時30分

24日㈰

P
ピ ッ コ リ ー ニ

iccoliniの「親子で
気軽にコンサート」
シリーズ第7弾♪　
Christmas Dream
第一部～リッカロッカの
ゆめ～
第二部～夢のあとに～

第一部
ファミリーコン
サート
第二部
クラシックコン
サート

①11時～
　12時

全席自由
一般1,000円
こども500円

第一部：0歳から
要チケット

第二部：未就学
児無料

Piccolini
☎090・4052・3441（毛

も ぎ

木）
②14時～
　15時

※第一部・第二
部入れ替え制

小ホール
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

25日㈪ 尺八山びこ静
せ い ざ ん か い

山会
第14回定期演奏会 尺八演奏会 12時30分～

16時 自由 尺八山びこ静山会
☎238・2608（佐藤）

27日㈬
青木一男ギター教室
アンサンブルクラス
発表演奏会

ギターアンサン
ブル・独奏発表
演奏会

13時～16時 自由 青木一男ギター教室
☎045・871・1054（青木）

120サロン
日にち タイトル 内　容 時　間 入場方法 問い合わせ

  1日㈮ 海老名童謡コーラス コーラス 13時～
14時30分 自由 童謡コーラス支援事務局

☎03・5956・6720

  4日㈪ 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～

13時30分～
15時30分

事前申込制
700円

うたごえがかり
☎080・5944・0425

  7日㈭ ①コール詩音
②童謡倶楽部《萌》 コーラス

①10時～
　11時30分

事前申込制 ぐるーぷ＊らな
☎090・1217・4603（川田）②13時15分～

　14時45分

  8日㈮ 童謡倶楽部《萌》 コーラス 10時～
11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな

☎090・1217・4603（川田）

11日㈪ 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～

13時30分～
15時30分

事前申込制
700円

うたごえがかり
☎080・5944・0425

13日㈬ 童謡倶楽部《萌》 コーラス 10時～
11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな

☎090・1217・4603（川田）

15日㈮
第80回・81回
サロンコンサート・
クリスマススペシャル

声楽とピアノのコンサ
ート、クリスマススペシ
ャル版

①10時30分～
　13時

2,700円 ムジカ・コンパーニャ
☎233・7945（伊

い さ じ
左次）②13時30分～

　16時

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

☎232・7457

21日㈭ コール詩音 コーラス 10時～
11時30分 事前申込制 ぐるーぷ＊らな

☎090・1217・4603（川田）

24日㈰ クリスマス会 ピアノの発表会 13時30分～
16時 自由 内外ピアノ

☎234・0650（川島）

日にち タイトル 内　容 時　間 場 所 問い合わせ

11月28日㈫～
  12月3日㈰　

遠
え ん ど う あ き み つ

藤章光のジグレ
版画展 版画展示

10時～18時
（初日は12時から、
最終日は16時まで）

第 1 プヨプヨ本舗
☎259・7820（竹原）

  6日㈬～
  9日㈯

第13回
ハッピーキルツ展 キルトと小物展示 10時～17時

（最終日は16時まで）第 1
ハッピーキルツ
☎238・8229（横手）JQAあれから30年～

ミニキルト展 キルト展示 10時～17時
（最終日は16時まで）第 2

10日㈰ 鉄道模型の展示 鉄道模型の展示と
運転 10時～17時 第 1 相模大野模型クラブ

☎257・9256（大場）

14日㈭～
18日㈪

きら星
ぼ し

コレクション
～ひとりひとりの輝きを
こめて

えびな発！
障がいのある人た
ちの作品展

10時～17時
（最終日は16時まで）第 2 社会福祉法人星谷会

☎238・8004（村尾）

〔12月の休館日〕　 5日・19日㈫ 、29日㈮〜31日㈰
中央2-9-50 海老名プライムタワーアネックス1階 ☎（235）0366市民ギャラリー 12月の催し

文化会館 12月の催し〔12月の休館日〕 
5日・19日㈫、29日㈮〜31日㈰

めぐみ町6-1
☎（232）3231

〔利用時間〕9時〜22時　
〔受付時間〕9時〜17時30分

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。時間や座席などの詳細は、各問い合わせ先へ。
駐車台数には限りがあります。来館の際は、公共交通機関のご利用をお勧めします。




