GUIDE

問合せ

安中市文化センター

☎３８１－０５８６

安中市文化セ ン タ ー

新垣隆・奥村愛
クリスマス・コンサート

●日
時：12月8日（日）午後3時開演（午後2時30分開場）
●会
場：安中市文化センター ホール
●料
金：全席指定 前売2,500円（当日3,000円）
※新垣隆、奥村愛の他にミュージカル女優・綿引さやか、亜聖樹が共演します。
※チケットはお一人様4枚まで
※未就学児の入場はご遠慮ください

GUIDE

問合せ

松井田文化会 館

松井田文化会館

☎３９３－４４０１

「ウィンターコンサート 2019」開催のお知らせ

安中市文化協会松井田支部主催事業「ウィンターコンサート2019」を開催します。
素敵な演奏をお楽しみください。
●日
時：12月1日（日） 開場 午後1時30分 開演 午後2時
●会
場：松井田文化会館 大ホール
●出
演：一部 コールうすい（コーラス）
（文化協会加盟団体）
二部 國谷千早子（ヴァイオリニスト）、塩谷景子（ピアニスト）
●チ ケ ッ ト：無料 全席自由
※入場整理券が必要です。
●整理券配布：松井田文化会館および安中市文化センター窓口
一般配付11月10日（日）午前9時から

安中市文化センター

小ホール・ギャラリー

学習教室など

19 安中市役所 ☎382－1111

小ホール

日までのスケジュール

15

松井田文化会館

大ホール

月

12

ホール

月１日から
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第 29 回童謡フェスティバル
11 月 3 日（日） 開場 13:00 開演 13:30 入場：無料（要整理券）
問合せ： 松 生涯学習課（☎内線 2242）
チャリティー歌謡祭
11 月 10 日（日） 開場 9:30 開演 10:00 入場：無料
問合せ：（☎381－2929（市川））
安中市私立幼稚園・認定こども園主催合同親子観劇会
11 月 13 日（水） 開場 9:50 開演 10:10 入場：関係者のみ
問合せ：（☎385－6662（佃））
安中市青少年健全育成市民のつどい
11 月 16 日（土） 開場 13:30 開演 14:00 入場：無料（要整理券）
問合せ： 松 生涯学習課（☎内線 2242）
第 33 回福祉ふれあい芸能大会
11 月 17 日（日） 開場 9:00 開演 10:00
問合せ：岩野谷公民館（☎382－4968）
人権教育講演会
11 月 29 日（金） 開場 14:30 開演 15:00 入場：無料
問合せ： 松 生涯学習課（☎内線 2245）
自主文化事業「新垣隆・奥村愛 クリスマス・コンサート」
12 月 8 日（日） 開場 14:30 開演 15:00
前売：2,500 円 当日：3,000 円
問合せ：文化センター（☎381－0586）
安中＆シンガポール Jr. オーケストラ X’mas コンサート
12 月 14 日（土） 開場 15:30 開演 16:00 入場：無料
問合せ：（☎090－5518－8329（上原））
まるべりぃコーラス冬の日あたたかコンサート
12 月 15 日（日） 開場 13:45 開演 14:00 入場：無料
問合せ：（☎385－6454（米田））
市民パソコン教室
11 月 7・9・21・23・28・30 日（木・土）
12 月 5・7・12 日（木・土） 13:30～15:30
入場：無料 会場：2 階パソコン教室
問合せ：文化センター（☎381－0586）
絵本読み聞かせ
11 月 23 日（土） 14:00～15:00 会場：図書館幼児コーナー
問合せ：安中図書館（☎381－0529）

人権教育映画会
11 月 1 日（金） 開場 13:00 開演 13:30 入場：無料
問合せ：松 生涯学習課（☎内線 2245）
ぐるうぷべこ第 69 回発表会
11 月 4 日（月） 開場 12:30 開演 13:00 入場：無料
問合せ：ぐるうぷべこ（☎027－325－5623（神澤））
成年後見制度普及啓発セミナー
11 月 7 日（木） 開場 13:00 開演 13:30 入場：無料
問合せ： 本 介護高齢課包括支援センター
第三回松井田城歴史講演会
11 月 10 日（日） 開場 13:30 開演 14:00 入場：無料
問合せ：松井田城址保存会
（☎393－0018（小板橋））
どれみ♪ぴゅあ音楽発表会
11 月 23 日（土） 開場 9:30 開演 9:45 入場：無料
問合せ：どれみ♪ぴゅあ
（☎027－322－6700）
シルバー人材センター 20 周年記念式典
11 月 24 日（日） 開場 13:00 開演 13:30 入場：無料
問合せ：安中市シルバー人材センター
（☎380－5112）
ウィンターコンサート 2019
12 月 1 日（日） 開場 13:30 開演 14:00 入場：無料
問合せ：松井田公民館
（☎393－4401）
シルバー人材センター作品展示
11 月 24 日（日） 10:00～17:00 入場：無料
問合せ：安中市シルバー人材センター
（☎380－5112）
雑誌等無料配布
12 月 1 日（日） 9:00~13:00 入場：無料
問合せ：松井田図書館
（☎393－4402）
いきいき健康まつり
11 月 16 日（土） 10:00~13:00 入場：無料
問合せ： 本 健康づくり課
（☎内線 1172）

