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内　　容 日にち 時　　間 入場方法 問い合わせ
海老名市こころのバリアフリー2011
〜かかわり・つながり・ささえあい〜 ３日㈯ 13時〜16時30分 自　由 障がい福祉課

☎（235）4812
オハナ  Ｋ  アロハ  ホイケ
（フラダンス発表会） 10日㈯ 12時〜15時 自　由 オハナＫアロハ

☎（234）6398

第四回関八州太鼓まつり 11日㈰ 13時〜15時 一般／1,000円
えびかん／900円

文化会館指定管理者
☎（232）3231

第23回海老名市民吹奏楽団
定期演奏会 18日㈰ 13時〜16時 自　由 海老名市民吹奏楽団

☎（236）0016
サークルドリーム発表会
(モダンバレエ） 23日㈮㈷ 16時〜19時（予定） 自　由 サークルドリーム

☎090（8116）7908

DANCE　LIVE 25日㈰ 16時30分〜18時30分

前売／高校生以上850円
　　　小・中学生500円
当日／高校生以上950円
　　　小・中学生600円
※未就学児は無料

First Position
☎090（2410）1774

内　　容 日にち 時　　間 入場方法 問い合わせ

ミニ･コンサート（コーラス） ３日㈯ 14時〜16時 自　由 グリーン・ローズ
☎（242）0173

あなたも歌える楽しいサロンコンサート
クリスマス・スペシャル 16日㈮ 13時45分〜16時10分 2,000円 ムジカ･コンパーニャ

☎（233）7945

ピアノ発表会 17日㈯ ９時30分〜11時30分 自　由 鈴木律子
☎（234）1109

ピアノ発表会 17日㈯ 15時30分〜17時 自　由 南沢瑞穂
☎（232）7457

クリスマス会（楽器演奏） 18日㈰ 10時30分〜16時 自　由 内外ピアノ株式会社
☎（234）0650

ステラーレ・コンサート
（クラシック発表会） 23日㈮㈷ 13時30分〜16時 自　由 ぐるうぷ花音

☎（234）5660
第３回 2台のヴァイオリンと
ピアノのコンサート 26日㈪ 19時〜21時 自　由 菅野百合子

☎090（2556）5446
第６回海老名・たけ平の会
「〜年末たった一人で〜」 27日㈫ 19時〜20時30分 前売／1,800円

当日／2,000円
佐藤智加子
☎090（1802）7091

内　　容 日にち 時　　間 入場方法 問い合わせ

新日本舞踊　春日流発表会 ３日㈯ 11時〜16時 自　由 新日本舞踊　春日流
☎（238）0555

BELLA CAMPANELLA
声楽発表会 4日㈰ 14時〜16時 自　由 BELLA CAMPANELLA

☎090(1257）4993
パリの巨匠が奏でる究極のフランス音楽
レジス・パスキエ
ヴァイオリン・リサイタル

11日㈰ 14時〜16時 一般／4,500円
えびかん／4,050円

文化会館指定管理者
☎（232）3231

三廻部浩子
ソプラノリサイタルvol.5歌曲の夕べ 14日㈬ 18時30分〜20時 3,000円 文化会館指定管理者

☎（232）3231

ピティナさがみ大和地区ステップ
（ピアノ演奏会)

17日㈯ 10時〜20時30分
自　由

ピティナさがみ
大和ステーション
☎（261）485718日㈰ 10時〜21時30分

高齢者生きがい教室
（懐かしき心の歌教室） 21日㈬ 13時〜15時 自　由 シルバー人材センター

☎（237）3001

琴グループひびき 24日㈯ 13時30分〜16時 自　由 琴グループひびき
☎（232）4780

第９回山びこ静山会尺八演奏会 25日㈰ 12時30分〜16時15分 自　由 山びこ静山会
☎（238）2608

文化会館12月の催し市民ギャラリー12月の催し
【大ホール】

【120サロン】

【小ホール】

※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。

【12月の休館日】6日㈫・13日㈫・29日㈭・30日㈮・31日㈯

※時間は予定です。進行状況により前後する場合があります。

　市内で活動する音楽団体28団体約800人が参加
する手作りの祭典「第26回海老名市民音楽祭」を
開催します。中学生・高校生の参加も増え、邦楽・
合唱・器楽の３ジャンルの団体が出演します。
リニューアルした文化会館で、来場者と出演者が
共に楽しむ市民音楽祭へ、ぜひお越しください。
▶日時　11月27日㈰10時開演（9時30分開場）
▶会場　文化会館大ホール
▶入場料　無料
▶その他　13時30分ごろに音楽祭賛歌「歌い続
けよう」を、また、プログラムの最後に「ふるさ
と」をご来場の皆さんと全員で大合唱します。

内　　容 日にち 時　　間 場所 問い合わせ

20人会油水彩絵画展 11月28日㈪〜
　　12月４日㈰

10時〜18時
（初日13時から、最終日17時まで） 第２ 20人会

☎（233）8239

版画同好会・絵楽会展 １日㈭〜７日㈬ 10時〜17時
（初日13時から、最終日16時まで） 第１ 版画同好会

☎（231）8486

第２回
ハワイアンキルト展示会 ８日㈭〜10日㈯ 10時〜16時

（初日13時から） 第２ プアナニキルトクラブ
☎090(3904)1096

いけ花展 “池坊” 10日㈯〜11日㈰ 10時〜17時 第１ 海老名華道協会「池坊」
☎（231）8587

四季彩展 14日㈬〜18日㈰ 10時〜17時
（初日13時から、最終日15時まで）

第１
第２

四季彩会
☎090（7176）4469

時　間 団　体　名 ジャンル

10時〜 

由香和会 邦楽 
山びこ静山会 邦楽 
コールにしき 合唱 
大谷中学校合唱部 合唱 
しらかしの会 合唱 

11時〜 

グループホームえがお 合唱 
海老名市民吹奏楽団 器楽 
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 

12時〜 

ビナ三曲こくぶんじ 邦楽 
ういんど・えびな 邦楽 
女声合唱団「杉」 合唱 
コール “レイ” 合唱 
レーベン・フロイデ合唱団 合唱 

13時〜 

海老名男声合唱団 “Traum” 合唱 
童謡倶楽部≪萌≫ 合唱 
♪全員合唱　「歌い続けよう」 
休　憩 
県立有馬高校吹奏楽部 器楽 

14時〜 

県央アコーディオンサークル 器楽 
県立中央農業高校吹奏楽部 器楽 
邦楽ぐるーぷ “扇” 邦楽 
県立有馬高校合唱部 合唱 

15時〜 

海老名混声合唱団　海西 合唱 
混声合唱団　風雅 合唱 
コールとうたて 合唱 
崔宗宝と唄う会 合唱 
コカリナ♡Erdo 器楽 

16時〜 
ウクレレ・オハナ 器楽 
海老名　二胡の会 器楽 
♪全員合唱　「ふるさと」 

市制施行40周年記念
第26回海老名市民音楽祭
♪音との出会い  心のふれあい♪

問文化スポーツ課☎（235）4797

市民による市民のための
音楽祭です。日ごろの
練習成果をご覧ください。


