
3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）

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 休館日
4 水
5 木
6 金 花教室 総合工房 19：00～21：00 くわばら花店（0238-47-7107）

7 土 置賜フリー歌謡会チャリティーショー 大ホール
開場12：00
開演12：45

¥1,000 置賜フリー歌謡会（0238-47-5313）

8 日
開場16：30
開演17：00

S席\7,800円（税込）
A席\5,000円（税込）

＜チケット取扱い＞
■ギルドネクスト
【お問合せ】
ギルドネクストTEL：022-222-2033（平日10：00～17：00）
シェルターなんようホールTEL：0238-40-1222

9 月 休館日
10 火

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)
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 木
無料法律相談会 会議室1･2 9：00～21：00 無料 弁護士法人アーク東京法律事務所（0120-53-43-22）
舞踊練習 練習室1 10：00～12：00 侃鶯会南陽舞踊部

第１１回山形県男声合唱フェスティバル 大ホール
開場13：00
開演13：30

¥1,000 南陽男声合唱団　川井（0238-43-2896）

ドレミファ・どーもっす！！！　「ギターサークル」 練習室1 17：30～19：30 無料 ドレミファ・どーもっす！！！  doremifa.domossu@gmail.com

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）
15 日 合唱練習 練習室1 10：00～15：00 南陽マミーコール（090-4639-5263）
16 月 休館日

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)
北海道スイーツ販売 会議室1 11：00～13：00 無料 フェニックス仙台（090-3122-7972）

18 水
19 木 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)

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)

花教室 総合工房 19：00～21：00 くわばら花店（0238-47-7107）

【１回目】
開場12：45
開演13：30

【２回目】
開場16：15
開演17：00

　　　 　\8,500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
■こまつ書店(023-641-0641)
■ローソンチケット(Ｌコード21810)
■チケットぴあ(Ｐコード348-156)
■セブンイレブンチケット
【お問合せ】
さくらんばテレビ　TEL：0120-150-616（平日10：00～18：00）
シェルターなんようホール　TEL：0238-40-1222

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＞
■シェルターなんようホール（南陽市文化会館）
■チケットGIP(ｈｔｔｐ：//www.gip-web.co.jp)
■ローソンチケット(Ｌコード22161)
■チケットぴあ(Ｐコード348-240)
■ｅ＋(ｈｔｔｐ：//eplus.jp)
【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

尾形美紀子ピアノ教室発表会 小ホール 開演13：00 無料 尾形美紀子ピアノ教室（0238-45-3388）

シニア婚活パーティー 練習室1 13：00～16：00 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（0238-43-3651）
23 月 休館日
24 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)
25 水
26 木

10：00～16：00

日野皓正
Quintet Tour 2018　Northern Circuit

小ホール
開場18：30
開演19：00

　一般 \7,000円(税込)
　学生\3,000円(税込)
※当日券各500円増

＜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）
■ローソンチケット[ Lコード: 22046]
■音楽アズム舘長井本店
■音楽アズム舘あかゆ（午後から営業）
■音楽アズム舘米沢店
【お問合せ】
日野皓正 Quintet 南陽公演実行委員会
TEL：090-3755-0981（高橋）
シェルターなんようホール　TEL：0238-40-1222

【先】【指】2018/9/23（日）

朝倉さや
リアルカントリーロードツアー2018

「ムーンストーンで朝倉を」
チケット市民先行販売初日（～5/4）

小ホール
窓口販売
 9：00～

　　　　\4,500円（税込）
※市民である証明の確認を行います。
※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。

【お問合せ】
シェルターなんようホール　TEL：0238-40-1222

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）

29 日祝
開場13：30
開演14：00

　　　　\4,000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（南陽市文化会館）
■ローソンチケット[ Lコード: 21991]
■チケットぴあ(Ｐコード482-972)
【お問合せ】
ノースロードミュージックTEL：022-222-2033
（平日10：00～18：30）
さくらんばテレビ　TEL：0120-150-616
（平日10：00～18：00）
シェルターなんようホール(0238-40-1222)

30 月祝 松本ヒロ爆笑ライブ 小ホール
開場14：30
開演15：00

　 一般 　\1,500円(税込)
　 高校生\1,000円(税込)
※中学生以下無料
※一般当日券500円増

＜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）
【お問合せ】
平和とくらしを守る南陽市民の会（0238-43-2559）

1 火 休館日
2 水

3 木祝 平成３０年南陽市成人式 大ホール
受付13：00
開式13：30

平成９年４月２日～
平成１０年４月１日生まれの方

社会教育課（0238-40-8992）

4 金祝
5 金祝

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。

20 金

14 土

17

【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（南陽市文化会館）
〒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。

５
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。

シェルターなんようホール(南陽市文化会館)情報

http://nanyoshi-bunkakaikan.jp

10：00～18：00

２０１８
　　4/1[日] 〜 5/5[金]

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

2018.2月来館者数6,307名
※ご来館ありがとうございました！

株式会社とみひろ（0238-40-1160）無料

火

22 日

金

４
月

南こうせつ　伊勢正三
SPECIAL CONCERT 2018

～ひめ風！？～

【指】２０１８/６/８（金）

斉藤和義
 KAZUYOSHI　SAITO　LIVE　TOUR　2018

“Tｏｙｓ　Bｌｏｏｄ　Mｕｓｉｃ”
チケット一般販売初日

21 土

北島三郎コンサート
ゲスト　原田悠里・大江裕

春風亭小朝　春風亭昇太　二人会

27 金

和室感謝祭

28 土

11 水

13


