
2月28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）

映画「なぜ生きる　－蓮如上人と吉崎炎上ー」上映会 小ホール
10：00～11：40
13：30～15：10

【自】￥1,000 株式会社チューリップ企画（0120-901-267）

起業家育成創業支援セミナー 練習室1 13：30～16：30 南陽市内で起業を考えている方 南陽市雇用創造協議会（0238-43-4552）
2 金 認知症予防トレーニング教室 練習室1 10：30～12：00 既に申込みの方 南陽市地域包括支援センター（0238-40-1646）

3 土

＜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）
■八文字屋Pool
■富岡本店
■山響事務局
【お問合せ】
山響チケットサービス℡：023-625-2204（平日10：00～17：00）
シェルターなんようホール ℡：0238-40-1222

4 日 平成２９年度　山形県　介護のお仕事プロモーション事業 小ホール 13：00～15：50 関係者 山形県介護福祉会　理事　佐々木（0238-47-4863）

5 月 休館日
6 火 照明設備点検・木質バイオマスボイラー点検・ピアノ保守点検（大ホール）

置賜森林ノミクス推進フォーラム 小ホール 開会11：00 関係者 置賜林業推進協議会（0238-26-6063）
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)
ダンス練習 練習室2 18：00～20：00 アップキッズダンススクール　井村（080-5741-4145）
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)
起業家育成創業支援セミナー 練習室1 13：30～16：30 南陽市内で起業を考えている方 南陽市雇用創造協議会（0238-43-4552）
春のまるごとリフォームフェア　in　置賜（～11日まで） 展示ギャラリー 10：00～17：00 無料 住友不動産㈱山形営業所（023-647-8155）

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 土
開場17：00
開演17：30

　　　　　　\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＞
■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21798)
■チケットぴあ(Ｐコード343-697)
■ｅ＋(ｈｔｔｐ：//eplus.jp)
【お問合せ】
シェルターなんようホール(0238-40-1222)

11 日 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（0238-43-3651）
12 月 休館日
13 火
14 水

15 木 開場18：00
開演18：30

　　　　　　\7,800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＞
■シェルターなんようホール窓口
■チケットGIP(ｈｔｔｐ：//www.gip-web.co.jp)
■ローソンチケット(Ｌコード22464)
■チケットぴあ(Ｐコード100-948)
■ｅ＋(ｈｔｔｐ：//eplus.jp)
【お問合せ】
シェルターなんようホール(0238-40-1222)
ジー・アイ・ピー　ＴＥＬ:022-222-9999

初心者吟詠講座（詩吟教室） ワークルーム 19：00～21：00 無料 虎鷹吟詠会中川耕心塾　小林（0238-43-3804）

バンド練習 練習室1 19：00～21：00 南バン連　竹田(090-2981-7878)
17 土 10：00～18：00
18 日 10：00～17：00
19 月 休館日
20 火 ２歳児歯っぴー教室 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)

21 水 開場13：15
開演14：00

　　　　　　\2,000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21928)
■チケットぴあ(Ｐコード349-755)
■日本オペラ振興会チケットセンター
(https://www.jof.or.jp)
【お問合せ】
シェルターなんようホール(0238-40-1222)

22 木
23 金 バンド練習 練習室1 19：00～21：00 南バン連　竹田(090-2981-7878)

24 土

【昼の部】
開場12：30
開演13：00

【夜の部】
開場16：30
開演17：00

　　　　【指】Ｓ席￥6,000(税込)
　　　　【指】Ａ席￥5,000(税込)
※当日券各500円増し。
※当ホールでのＡ席の取扱いは
ありません。

＜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
■大沼デパート米沢店
【お問合せ】
世界芸能㈱　TEL:022-222-4997（平日9：30～18：00）
シェルターなんようホール TEL:0238-40-1222

25 日 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（0238-43-3651）
26 月 休館日
27 火 ダンス練習 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）
28 水 ダンス練習 練習室2 18：00～20：00 アップキッズダンススクール　井村（080-5741-4145）
29 木
30 金

31 土
1 日 南陽市消防団任免式等 小ホール 開始9：00 南陽消防署管理係（0238-43-3500）
2 月 休館日
3 火
4 水
5 木 休館日

8 木

16

2018年春パナソニックフェア 展示ギャラリー他

金

9 金

２０１８
　　3/1[木] 〜 4/5[木]

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

2018.1月来館者数5,294名
※ご来館ありがとうございました！

　　　　　開場15：15　開演16：00
　　　　　【指】一般 \2,000円(税込)
　　　　高校生以下\1,000円(税込)
※当日券各500円増
※小学生以上の方がご入場いただけます。

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。

【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

休館日

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。

４
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

市川由紀乃　ソロコンサート2018
南陽初公演！！

３
月

無料 山形パナソニック㈱米沢営業所（0238-22-7140）

槇原敬之
Makihara Noriyuki Concert 2018

"TIME TRAVELING TOUR" 1st. Season

大黒摩季
2017-2018　Live-STEP!!

～Higher↗↗Higher↗↗中年よ熱くなれ！！Greatest　Hits＋SEASONⅢ～

舞台設備点検・消防用設備点検

1 木

山形交響楽団
ユアタウンコンサート南陽公演

指揮：飯森範親　サクソフォン：須川展也

グラズノフ  /  アルト・サクソフォンと弦楽オーケストラのための協奏曲　変ホ長調
イベール /　室内小協奏曲

ベートーヴェン  /  交響曲 第３番 変ホ長調 「英雄」作品５５

文化庁委託事業
平成29年度戦略的芸術文化創造推進事業

オペラ「夕鶴」

7 水


