
10月25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）

南陽市就職面接会 小ホール 13：30～16：00
（受付13：00～15：00)

南陽市内に就職・転職を希望する方・
Uターンを希望する方 （新規学卒者を
除く）

南陽市雇用創造協議会（0238-43-4552）

３歳児健康診査 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（0238-40-1691）

窓口販売
 10：00～

　　一般\2,000（税込）
　　高校生以下\1,000（税込）
　※当日券各￥500増
　※小学生以上入場可能。

＜チケット取扱い＞
■シェルターなんようホール
■チケットぴあ[Pコード:316-095]
■音楽アズム舘長井本店　℡(0238-84-3111)
■音楽アズム舘あかゆ（午後から営業）
■音楽アズム舘米沢店　℡(0238-24-3344)
■ヤマザワ南陽店（宝くじ売り場）
■中合十字屋山形店（山形市内）
■八文字屋Pool
■富岡本店
■山響チケットサービス
【お問合せ】
山響チケットサービス℡：023-625-2204
シェルターなんようホール ℡：0238-40-1222

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（0238-40-1691）
認知症予防トレーニング教室 練習室1 10：00～12：00 既に申込みの方 南陽市地域包括支援センター（0238-40-1646）
南陽市幼児教育連絡協議会　講演会 小ホール 15：00～17：00 南陽市教育委員会（学校教育課指導係）　佐野（0238-40-8454）

3 金
4 土
5 日 織りと書と絵の展示会 会議室1 9：30～16：30 たかはしちえみ
6 月 休館日
7 火 こども新聞展（～14日） 交流ラウンジ 9：00～22：00 無料 山形新聞社（0238-47-2126）

8 水 南陽市消費者連合会 平成２９年度全体研修会 小ホール 10：00～12：30 関係者 南陽市市民課　生活係　粟野（0238-40-8255）

認知症予防トレーニング教室 練習室1 10：00～11：30 既に申込みの方 南陽市地域包括支援センター（0238-40-1646）
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（0238-40-1691）

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

10 金 整備主任者法令研修 小ホール 10：00～15：30 関係者 一般社団法人山形県自動車整備振興会・山形運輸支局

11 土
12 日 第６回南陽こども芸術祭 大ホール 13：00～16：00 無料 南陽市芸術文化協会　菊地（0238-40-2864）

13 月 休館日

14 火
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)

15 水 ウイッグ（かつら）展示即売会 展示ギャラリー 10：00～16：00 株式会社ユキ　高橋（052-459-7030）
やまがた冬のあった回廊キャンペーンキックオフセレモニー 小ホール 15：30～16：30 やまがた冬のあった回廊キャンペーン実行委員会事務局　鈴木（0238-26-6044）

認知症予防トレーニング教室 練習室1 10：00～11：30 既に申込みの方 南陽市地域包括支援センター（0238-40-1646）
１歳６か月児健康診査 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（0238-40-1691）

17 金 とみひろ　赤湯営業所２周年記念（～19日） 和室 10：00～18：00 株式会社とみひろ　平（0238-40-1160）

ロサンゼルスオリンピック金メダリスト全日
本柔道連盟会長・山下泰裕
南陽市体育協会創設50周年記念事業
講演会　「夢への挑戦」

大ホール
開場13：30
開演14：00

【自】入場料￥1,000(税込)

　　高校生以下　無料
一般社団法人　南陽市体育協会　高橋（0238-49-2600）

民保協　置賜ブロック研修会 小ホール 10：00～11：30 関係者 山形県民間立保育園協議会　相澤（0238-40-3300）
青年教育推進事業「めざせ！！100万円南陽若者コンペティション（中高生向けのギター教室）」 練習室1 18：00～20：00 中高生 社会教育課社会教育係（0238-40-8992）

MIN-ONプレミアム・コンサート

佐藤しのぶ{[歌に生きる]}
大ホール

開場13：30
開演14：00

　  【指】入場料￥5,300(税込)

※小学生未満のお子様（乳幼児）のご入
場はご遠慮ください。
※小学生以上のお子様は入場券が必要
です。

＜チケット取扱い＞
■大沼米沢店　℡(0238-22-7111)
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）窓口
■音楽アズム館長井本店 ℡(0238-84-3111)
■音楽アズム館米沢店　℡(0238-24-3344)
■名曲堂　℡(0238-23-3466)
■ローソンチケット(Ｌコード＝21388）
■チケットぴあ(Ｐコード＝339-318)
【お問合せ】
MIN-ON仙台 ℡：022-222-1371

情熱三曲 VOL．7 小ホール
開場13：30
開演14：00

無料 情熱三曲 高橋（023-631-1022）

シニア婚活パーティー 練習室1 13：15～16：30  男性￥5,000/女性￥3,000
※男性45～70歳、女性の年齢制限なし

レッドチェリー企画（023-642-4211）

フラダンス練習 練習室1 19：00～21：00 ハイビスカスフラ愛好会　吉田（0238-43-3610）

20 月 休館日
21 火
22 水 初心者吟詠講座（詩吟教室） 会議室1 19：00～21：00 無料 虎鷹吟詠会中川耕心塾　小林（0238-43-3804）

23 木 休館日
24 金

25 土
開場17：00
開演18：00

【指】￥7,800(税込)
※3歳未満のお子様のご入場はご遠慮くださ

い。3歳以上の方はチケット必要です。

＜チケット取扱い＞
■ローソンチケット(Ｌコード＝22300）
■チケットぴあ(Ｐコード＝330-077)
■イープラス(e+)
■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】
クールマイン ℡：022-292-1789
シェルターなんようホール ℡：0238-40-1222

26 日 南陽市市制50周年記念演奏会 大ホール
開演13：30
開演14：00

【自】￥2,000 南陽市市制50周年記念演奏会実行委員会　安部（0238-47-2661）

27 月 休館日
28 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（0238-40-1691）
29 水 第８回公募蒼土会展 展示ギャラリー 12：00～16：30 無料 蒼土会　片桐（0238-43-5373）

第８回公募蒼土会展（～12/2） 展示ギャラリー 9：30～16：30 無料 蒼土会　片桐（0238-43-5373）

認知症予防トレーニング教室 練習室1 10：00～11：30 既に申込みの方 南陽市地域包括支援センター（0238-40-1646）
フラダンス練習 練習室1 19：00～21：00 ハイビスカスフラ愛好会　吉田（0238-43-3610）

自動車検査員研修 小ホール 10：00～16：30 関係者 一般社団法人山形県自動車整備振興会・山形運輸支局

認知症予防トレーニング教室 練習室1 10：00～11：30 既に申込みの方 南陽市地域包括支援センター（0238-40-3211）

2 土 山形県介護支援専門員協会置賜地区支部　平成29年度第2回研修会 小ホール 13：30～16：00 会員￥500
非会員￥3,000

山形県介護支援専門員協会置賜地区支部　佐藤（0238-43-7733）

南陽市市制施行50周年記念事業・南陽市芸術文化協会設立50周年記念事業
月山の麓　鶴岡市黒川で五百年以上もの間受け継がれている伝統芸能

国指定重要無形民俗文化財

黒 川 能
演目　能「羽衣」・狂言「末広」

大ホール
開場12：30
開演13：00

　【自】入場料大人￥1,000(税込)

　小・中・高校生￥500（税込）
　※当日大人のみ￥500増
　※未就学児の入場はご遠慮ください。

＜チケット取扱い＞
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）窓口
■各地区公民館（土・日・祝日休館）9時～17時
【お問合せ】
芸術文化協会事務局（教育委員会社会教育課内）℡：0238-40-8996)

第８回公募蒼土会展 展示ギャラリー 9：30～16：０0 無料 蒼土会　片桐（0238-43-5373）

4 月
5 火 １歳児健康相談 展示ギャラリー他 9：15～12：00 受診該当の幼児 すこやか子育て課（0238-40-1691）

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。

1 水

１2
月

●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

【先行】＝市民先行　　　【指】＝指定席　　　【自】＝自由席

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

鈴木雅之
masayuki suzuki

taste of martini tour 2017

休館日

毎週月曜日、12月29日～翌年1月3日

11
月

3 日

1

19 日

16 木

※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。

金

30 木

18 土

２０１７
　　11/1[水] 〜 12/5[火]

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

2017.9月来館者数21,807名
※ご来館ありがとうございました！

【先行】【指】２０１８/３/１０（土）大黒摩季
2017-2018　Live-STEP!!
～Higher↗↗Higher↗↗中年よ熱くなれ！！Greatest　Hits＋SEASONⅢ～

チケット南陽市民先行販売（～11/26）

2 木

【指】２０１８/３/３（土）
山形交響楽団ユアタウンコンサート南陽公演
チケット一般販売初日

9 木


