松井田文化会館

☎393-4400 午前8時30分～午後5時15分
休館日はP22をご確認ください

9月8日現在の情報です。
詳細はお問い合わせください。

催し物ガイド

今月のピックアップ

八神純子 コンサートツアー2017
There you are〜キミの街へ
みずいろの雨、パープルタウン・・・。
みなさんが知っているヒット曲は昔の
ままに。
There you are、約束、明日の嵐・・・。
短編小説を読むようなストーリーの中
に、新しい八神純子が見つかります。
「昨日、何か月前、何年前、何十年前。
ステージで、ＣＤで、レコードで、テ
レビで私の歌を聴いてくださったあな
たにまた会いたい」−八神純子−
八神純子のコンサートを聴きに、ぜひ文化会館にお越しく
ださい。
日時▶11月5日（日） 午後2時30分開場 午後3時開演
会場▶安中市松井田文化会館 大ホール
料金▶【全席指定】一般 5,000円
ペアチケット8,000円（２枚以上のお求めは1枚4,000円）
チケット好評販売中
※未就学児の入場はできません。
※電話での申し込みもできます。
−チケットのお求めは、松井田文化会館窓口へ−
主催・問合せ▶安中市松井田文化会館（☎393-4400）

小ホール

市民フェスティバル
前期10月14日（土）〜15日（日）
後期10月21日（土）〜22日（日）
入場:無料 問合せ：松 生涯学習課（☎内線2244）
人権映画「彼らが本気で編むときは、」
10月25日（水） 13:30〜（上映時間127分）
入場:無料 問合せ：松 生涯学習課（☎内線2245）
校内合唱コンクール
10月26日（木） 13:50〜 入場:無料
問合せ：松井田南中学校（☎393-1320）
校内合唱コンクール
10月27日（金） 14:00〜16:10 入場:無料
問合せ：松井田東中学校（☎393-1122）
歴史講演会「松井田城と戦国大名北条氏」
11月3日（金・祝） 14:00〜 入場:無料
問合せ：松井田城跡保存会 金井（☎090-4069-2514）
音楽発表会
11月4日（土） 10:00〜20:00 入場:無料
問合せ：どれみ♪ぴゅあ（☎322-6700）
第33回群馬県糖尿病セミナー
11月12日（日） 12:30〜16:30 入場:無料
問合せ：本 健康づくり課（☎内線1170）
うすい音楽祭
11月14日（火） 14:00〜16:00 入場:無料
問合せ：うすい音楽祭事務局 松谷（☎393-4887）

第5回染楽会
11月3日（金・祝）〜5日（日） 9:00〜17:00
（5日は16:00まで） 入場:無料
問合せ：染楽会 森（☎393-1213）

15 安中市役所 ☎382-1111

初心者パソコン講座 参加者募集

対象者▶安中市在住・在勤でパソコン初心者の方
募集人数▶各講座定員12人
（先着順 定員になり次第、締め切ります。）
場 所▶文化センター パソコン室（2階）
受講料▶無料
※テキスト代は実費（各講座により異なります。
）
申込期限▶各講座実施日の３日前までにお申し込みください。
申込方法▶窓口または電話申込にて受付中。
※氏名、年齢、電話番号、希望講座名をお申し付けください。
※申込期限後の講座変更はご遠慮ください。
※ワード入門・エクセル入門の講座はキーボード入力がで
きる方を対象としています。パソコン未経験者は『パソ
コンを始めよう(パソコン入門)』へお申し込みください。
※それぞれ別の講座になります。各講座にお申し込みくだ
さい。
講座名
内容
実施期日
講座時間
パソコンを始め 電源を入れる 10月16日
（月）
・ 9:00〜12:00
よう
（パソコン入 〜基本操作
18日
（水）
・19日 3時間×4回
門）
（木）
・20日
（金）
｢お知らせ｣を作 文字の設定
9:00〜12:00
ろう
（ワード入 〜挿絵
3時間×4回
10月23日
（月）
・
門）
25日
（水）
・26日
出納表・表を作 エクセル用語 （木）
・27日
（金） 13:00〜16:00
ろう
〜簡単な表の
3時間×4回
（エクセル入門）作成
インターネット インターネット
を使おう
10月15日
（日）
・ 9:00〜16:00
（インターネット 検索〜
21日
（土）
6時間×2回
便利なページ
入門）
問合せ▶文化センター ☎381-0586（内線3510）

学習室など

ギャラリー

第11回きり絵作品展
10月6日（金）〜8日（日） 9:00〜17:00
（8日は16:00まで） 入場:無料
問合せ：松井田きり絵の会 大塚（☎0274-73-3641）
いきいき健康まつり
10月28日（土） 10:00〜14:00 入場:無料
問合せ：本 健康づくり課（☎内線1170）
（※ギャラリーも使用）

☎381-0586 午前8時30分～午後5時15分
休館日はP22をご確認ください

今月のピックアップ

ホール

大ホール

10月１日から11月15日までのスケジュール

安中市文化センター

10月１日から11月15日までのスケジュール
第22回 国際ジュニアオーケストラフェスティバル
10月8日
（日） 13:30〜 入場：無料
問合せ：安中ジュニアオーケストラ
（☎090-5525-7616）
交通安全母の会研修会
10月12日
（木） 9:30〜11:45 入場：関係者
問合せ：交通安全母の会
（本 危機管理課 ☎内線1131）
第41回市民展 安中市芸能協会発表大会
10月22日
（日） 13:00〜17:00 入場：無料
問合せ：安中市芸能協会 神成
（☎381-1584）
安中市小中音楽発表会
10月27日
（金） 9:00〜12:15 入場：関係者
問合せ：安中市小中学校音楽主任会
（☎381-0215（安中小学校）
）
安中市戦没者追悼式
10月28日
（土）10:00〜11:30 関係者
（☎内線1152）
問合せ：本 福祉課
安中市私立幼稚園・認定こども園主催観劇会
11月1日
（水）10:45〜11:45 チケット大人：1,700円
小人：800円 問合せ：安中市私立幼稚園・認定こども
園父母の会連合会 今井
（☎027-382-0816）
群馬県高等学校ダンス新人発表会
11月3日
（金・祝） 12:30〜16:00 入場：無料
問合せ：群馬県高等学校体育連盟ダンス専門部
（☎027-040-5005（伊勢崎高校）
）
第27回童謡フェスティバル
11月5日
（日） 13:30〜16:00 入場：無料
（☎内線2242）
問合せ：松 生涯学習課
康友会チャリティー歌謡祭
11月12日
（日） 10:00〜17:00 入場：無料
問合せ：社会福祉を支援する
「康友会」
（☎090-3045-3575）
市民パソコン教室
10月5、
7、
12、
14日 11月2、
4、
9、
11日
（木・土）
13:30〜15:30
入場：無料 会場：2階パソコン室
問合せ：文化センター
（☎381-0586）
絵本読み聞かせ
10月28日
（土） 14:00〜15:00
入場：無料 会場：図書館幼児コーナー
問合せ：安中市図書館
（☎381-0529）

