
7月1日現在
月 日 曜日 催　事　名 ホール 開催時間 対象者・入場料 主催者（問合先）

人形劇団　クスクス公演 総合工房他 18:30～19:30 無料 南陽川西おやこ劇場　板垣（0238-47-4521）

エレクトーンフェスティバル2017置賜大会（１日目） 小ホール 開場14：00
開演14：30

無料 音楽アズム館　鈴木（0238-24-3344）

2 日 エレクトーンフェスティバル2017置賜大会（２日目） 小ホール

【午前の部】
開場10:00
開演10:10

【午後の部】
開場13:00
開演13:15

無料 音楽アズム館　鈴木（0238-24-3344）

3 月 休館日
4 火
5 水
6 木
7 金

窓口販売
 10：00～

　　　　　\6,500円（税込）
※電話でのご予約は行っておりません。
※現金引換えのみとなります。

＜チケット取扱い＞
■シェルターなんようホール窓口
■ローソンチケット(Ｌコード21944)
■チケットぴあ(Ｐコード332-498)
■ｅ＋(ｈｔｔｐ：//eplus.jp)
【お問合せ】
シェルターなんようホール(0238-40-1222)

虎鷹吟詠会中川耕心塾（吟詠講座・詩吟教室） 会議室1 19：00～21：00 無料 虎鷹吟詠会　小林（0238-43-3804）

9 日 開場14：30
開演15：00

       全席指定
        ￥8,000

※3歳未満のお子様入場不可。チケットは
お一人様一枚必要。（膝上不可）

【お問い合わせ】キョードー東北　（022-217-7788)
（※平日10：00～19：00・土曜日10：00～17：00）

10 月 休館日
両親学級 キッチンスタジオ他 13：00～16：00 妊婦とその夫 すこやか子育て課（0238-40-3211）

ダンスの練習 練習室2 19：00～21：00 アップキッズダンススクール　井村（080-5741-4145）

南陽市えくぼ絵画展（～17まで） 小ホール
展示ギャラリー

9：30～17：30 無料 南陽市教育委員会社会教育課文化係（0238-40-3211）

ダンスの練習 練習室2 18：00～21：00 アップキッズダンススクール　井村（080-5741-4145）

13 木 南陽市　市制施行50周年記念　全国青年市長会　北海道・東北ブロック会議 展示ギャラリー 開場15：00
開演15：30

無料 総務課（0238-40-3211）

14 金

15 土 窓口販売
 9：00～

　　　　　\6,800円（税込）
　　　　　　　南陽市民
※電話でのご予約は行っておりません。
※市民である証明の確認を行います。
※現金引換えのみとなります。

【お問合せ】
シェルターなんようホール(0238-40-1222)

16 日 水木杏香20周年チャリティーショー 大ホール 開場14：00
開演15：00

【自】\3,000（税込） 水木杏香友の会　石川（090-3755-3218）

17 月
18 火 休館日

３歳児健診 展示ギャラリー他 13：00～16：00 受診該当の幼児 すこやか子育て課（0238-40-3211）

ダンスの練習 練習室2 18：00～21：00 アップキッズダンススクール　井村（080-5741-4145）
20 木

民生委員研修会 小ホール 10：00～15：00 民生委員 福祉課（0238-40-3211）
テルウェル東日本置賜エリア配達所長研修 会議室2 13：00～17：00 テルウェル東日本㈱　大久保（023-674-6581）

開場16：00
開演16：30

【指】￥5,500（税込）

※未就学児童の入場はご遠慮ください。

＜チケット取扱い＞
■ローソンチケット(Ｌコード＝22070）
■チケットぴあ(Ｐコード＝321-491)
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）窓口
【お問合せ】　さくらんぼテレビ（0120-150-616）
　　　　　　　　 ノースロード・ミュージック（022-256-1000）

窓口販売
 10：00～

　　　　　\6,800円（税込）
※電話でのご予約は行っておりません。
※現金引換えのみとなります。

＜チケット取扱い＞
■ローソンチケット(Ｌコード＝21708）
■チケットぴあ(Ｐコード＝335-099)
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）窓口
【お問合せ】
シェルターなんようホール TEL:0238-40-1222
ジー・アイ・ピー　ＴＥＬ:022-222-9999

23 日
三山ひろしコンサート2017

～演歌の夜明け～
大ホール

開場13：30
開演14：00

全席指定
Ｓ席6,000円（税込）
Ａ席5,000円（税込）

＜チケット取扱い＞
■南陽市文化会館窓口
■大沼デパート米沢店
■世界芸能（郵送販売）
【お問合せ】　世界芸能（株） TEL 022-222-4997

24 月 休館日

沖郷中学校合唱祭 大ホール 開場12：30
開演13：00

無料 南陽市立沖郷中学校（0238-43-2271）

２歳児歯っぴー教室 展示ギャラリー 9：15～12：00 受診該当の幼児 すこやか子育て課（0238-40-3211）

ダンスの練習 練習室2 19：00～21：00 アップキッズダンススクール　井村（080-5741-4145）
糖尿病料理教室 キッチンスタジオ 9:30～13:00 \300円 すこやか子育て課（0238-40-3211）

ダンスの練習 練習室2 18：00～21：00 アップキッズダンススクール　井村（080-5741-4145）
27 木 １歳６か月児健診 展示ギャラリー他 13：20～16：00 受診該当の幼児 すこやか子育て課（0238-40-3211）

28 金 障害者福祉大会 大ホール 12：30～15：30 無料 福祉課（0238-40-3211）

窓口販売
 10：00～

　          \6,800円（税込）
※電話でのご予約は行っておりませ
ん。※現金引換えのみとなります。

＜チケット取扱い＞
■ローソンチケット(Ｌコード＝21684）
■チケットぴあ(Ｐコード＝330-846)
■ｅ＋(ｈｔｔｐ：//eplus.jp)
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）窓口
【お問合せ】
シェルターなんようホール TEL:0238-40-1222
ニュースプロモーション　ＴＥＬ:022-266-7555

虎鷹吟詠会中川耕心塾（吟詠講座・詩吟教室） 会議室1 19：00～21：00 無料 虎鷹吟詠会　小林（0238-43-3804）

県内一斉空き家相談 会議室2 9：00～13：00 無料 （公社）山形県宅地建物取引業協会　川合（0238-45-3156）

①開場12：30
　 開演13：00
②開場15：00
　 開演15：30

全席指定
￥3,000

※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞
無料。但し、座席が必要な場合有料。

＜チケット取扱い＞
■ローソンチケット(Ｌコード＝22672）
■チケットぴあ(Ｐコード＝635-223)
■ｅ＋(ｈｔｔｐ：//eplus.jp)
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）窓口
【お問合せ】
キョードー東北（022-217-7788）

第９回山形県ハーモニカフェスティバル 小ホール
開場12:30
開演13:00

【自】一般\1,000（税込）
中学生以下\500（税込）

山形県ハーモニカ協会　太田（023-643-7753）

31 月 休館日
1 火 ２歳児歯っぴー教室 展示ギャラリー 9：15～12：00 受診該当の幼児 すこやか子育て課（0238-40-3211）

2 水 ３歳児健診 展示ギャラリー他 13：00～16：00 受診該当の幼児 すこやか子育て課（0238-40-3211）

3 木

4 金
開場17:30
開演18:30

全席指定
￥6,800円(税込)

＜チケット取扱い＞
■ローソンチケット(Ｌコード＝21708）
■チケットぴあ(Ｐコード＝335-099)
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）窓口
【お問合せ】
シェルターなんようホール TEL:0238-40-1222
ジー・アイ・ピー　ＴＥＬ:022-222-9999

5 土

毎週月曜日、12月29日～翌年1月3日

※月曜日が祝日または文化会館の事業を開催した場合は翌日以降の祝日でない日が休館日となります。
また、保守点検等により施設を利用できない場合がございますので、あらかじめお問い合せください。

シェルターなんようホール
〒999-2232    山形県南陽市三間通430番地の2　　　　　　Tel　0238-40-1222　　/　　Fax　0238-43-4567　　　　　　　　Mail  office@nanyoshi-bunkakaikan.jp

休館日

【先行】＝市民先行　　　【指】＝指定席　　　【自】＝自由席

８
月

水

25 火

UVERworld IDEAL REALITY TOUR

７
月

見て・触れて・学べる体験型ショー

恐竜どうぶつ園
～ティラノサウルスがやってくる！～

8 土

22 土

30 日

ブラスト!:ミュージック・オブ・ディズニー

blast

小椋　佳　「歌談の会｣

●南陽市文化会館の自主事業以外では、掲載を希望された催しのみ掲載しています。
●掲載内容は変更になる場合があります。
●催物の詳細については「主催者」に直接お問合せください。

南陽市文化会館情報
http://nanyoshi-bunkakaikan.jp

11 火

19

21 金

12 水

【先行】【指】8/4（金）
UVERworld IDEAL REALITY TOUR
チケット南陽市民先行販売（～7/16）

【指】8/4（金）
UVERworld IDEAL REALITY TOUR
チケット一般販売初日

29 土

【指】10/1（日）玉置　浩二
ＡＬＬ　ＴＩＭＥ　ＢＥＳＴ　「３０」
～30ｔｈ　Anniversary Ｔour 2017～
チケット一般販売初日

26 水

【指】9/23（土）原田　知世
３５周年アニバーサリー・ツアー”音楽と私”　in　山形　2017
チケット一般販売初日

２０１７
　　7/1[土] 〜 8/5[土]

シェルターなんようホール
　（南陽市文化会館）スケジュール

2017.5月来館者数14,525名
※ご来館ありがとうございました！

1 土


