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日 開演 入場料 ホール

３日(火) 13:00 関係者のみ 大

４日(水) 11:00 関係者のみ マ

６日(金) 17:30 関係者のみ 大

15日(日) 15:00 要事前申込 大

18日(水) - 関係者のみ マ

24日(火) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

26日(木) 19:00 関係者のみ マ

28日(土) - 関係者のみ 大

日 開演 入場料 ホール

２日(木) 9:30 関係者のみ マ

４日(土) - 関係者のみ 大

５日(日) - 関係者のみ マ

８日(水) 18:30 2,000円 マ

11日(土) - 関係者のみ

12日(日) 11:50 要事前申込

15日(水) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

17日(金) 13:30 関係者のみ 大

18・19日
(土日)

9:00 2,000円 大

23日
(水祝)

14:00
一般1,000円

高校生以下500円
大

日 開演 入場料 ホール

１日(水) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

11日(土) 無料 大

16～18日
(木～土)

10:00 無料 マ

19日(日) - 関係者のみ 大

21日(火祝) 無料 大・マ

玉名女子高校

協和キリン講演会

玉名市文化課・玉名市民会館ロビーコンサート

NHKのど自慢（本選）※生放送あり

玉名南倫理法人会

NHKのど自慢（予選）

卒業演奏会

NHK・玉名市文化課・玉名市民会館

≪市民会館自主文化事業≫
専大玉名高校吹奏楽部Ventures演奏会

≪市民会館自主文化事業≫
玉名市民会館ホールでピアノを弾こう♪

イベント
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玉名市コミュニティ推進課二十歳を祝う会（旧成人式）

大＝大ホール　マ＝マルチホール

イベント 問合せ先（主催）

音楽ゆうぎ会 おおくらの森幼稚園

大

玉名市秘書課・玉名市民会館玉名市新年賀詞交歓会

JAたまなJAたまな仕事始め式・研修会

荒尾・玉名地区「進路保障」研究会 荒尾・玉名地区「進路保障」研究会

問合せ先（主催）

-

玉名市文化課

報告会

玉名市民音楽祭

ロビーコンサート 玉名市文化課・玉名市民会館

玉名高校定期演奏会

ラポール

【一般財団法人玉名市自治振興公社管理施設】玉名市民会館会議棟・ホール棟/玉名勤労者体育センター/玉名市弓道場/
小岱山ふるさと自然公園ビジターセンター

【問合せ】玉名市民会館（一般財団法人玉名市自治振興公社） TEL：0968-73-5107　FAX：0968-73-5108
住所　〒865-0016　熊本県玉名市岩崎152番地２　 HP：http://ｗｗｗ.ｔ-siminkaikan.jp　土日祝日可8：30～17：00

イベントの問合せ先は、玉名市民会館へお尋ねください。

春の文化祭 玉名市文化協会

イベント

熊本県トラック協会トラック運送業界の企業合同説明会

販売展示会

玉名市文化課・玉名市民会館

夢工房

ラポールフェスティバル

講演会

問合せ先（主催）

ロビーコンサート

テーマ別研修発表会

玉名市民会館

玉名市民会館

労働基準協会

瓦版
玉名市民会館ホールの主なイベント情報

令和4年12月26日現在の情報です。新型コロナウイルスの状況次第では、瓦版発行後にイベントが中止になる場合もあります。

一般財団法人玉名市自治振興公社（玉名市民会館）TEL：0968-73-5107

瓦版内容案内

・市民会館ホールイベント情報

・管理施設案内

・ラージボール卓球大会実施報告

・林家たい平師走寄席実施報告

・2月の自主文化事業のご案内

1月

～かわらばん～

2月

3月

筆者のつぶやき
今年って秋ありましたか？？？春夏秋冬じゃな

くて春夏冬って思うのは私だけでしょうか。イン

フルエンザも流行りだすこの時期、予防と対策

は欠かさないようにしています。

さて、2月はなんだかホール棟がにぎやかな様

子！なんとあの「NHKのど自慢」が玉名に！専

玉吹奏楽部Venturesの演奏会もあり、第5弾の

市民会館でピアノを弾こうもあり！市民会館ス

タッフの師走は終わらない・・・！！！

Ventures
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11月26日(土)勤労者体育センターにて、健康親善ラージボール卓球大会を開催しました。本大会は第12回を迎えましたが、令和元

年の12月から始まった新型コロナウイルスの流行により3年ぶりの開催となりました。前回の参加者も多く久しぶりの試合で再会され

る方も多かったようです。また、初参加の方もおられ、一つの出会いの場となりました。

今回はリーグ戦で一人4～5試合していただき、5試合するころにはみなさんいい汗を流していました。玉名市自治振興公社の理事

長でもある村上副市長にもフルで参加していただき、参加者と接戦のいい試合を繰り広げていました。「お芋卓球大会」と愛称を付け

て頂くほど、お昼に配る焼き芋が好評でしたが、今回はコロナ禍の為配布を自粛。早く気にせずみんなでわいわい食べられる時が

戻ってくるといいですね。

玉名市自治振興公社の管理施設

（一財）玉名市自治振興公社（玉名市民会館会議棟内）は、市の公共施設4つと、小岱山にある

県立公園内の施設を管理しています。

管理施設は、玉名市民会館会議棟、玉名市民会館ホール棟、玉名勤労者体育センター、玉名

市弓道場、小岱山ふるさと自然公園ビジターセンターです。また玉名市民会館が主催となる”自主

文化事業”を毎年行っています。右ページにはイベントの紹介や実施報告を載せています。

【玉名市民会館会議棟／自治公社事務所】

第一会議室（180人）、第二会議室（90人）、第

三会議室（45人）、第四会議室（30人）、 第五

会議室（24人）、和室（6畳6～8人）

平屋建てで、玉名市役所の隣です。

会議だけでなく、講演会、セミナー、展示会など幅広い利用をいただいて

います。令和4年現在利用が非常に増えています。空き状況は市民会館

ホームページでも確認可能です。お問合せは0968-73-5107玉名市民会館

事務局まで。

研修会、講演会、セミナー、発表会、展示会など幅広い利用をいただいて

います。令和4年現在は、イベントが多い月で10本以上予定が入っています。

お問合せは0968-73-5107玉名市民会館事務局まで。

【玉名勤労者体育センター】

バドミントンコート6面分

（バレーボール・バスケットボール2面

分）

老若男女、毎日にぎわっています。

お問合せは0968-73-5706まで。

【玉名市弓道場】

鉄骨木造平屋建(六人立)

玉名市弓道連盟の方が毎日練習さ

れています。もちろん一般の方の利

用も可能です。お問合せは0968-73-

5706まで。

【小岱山ふるさと自然公園ビジターセ

ンター／丸山キャンプ場】

山中はとても涼しく過ごしやすく、季

節が良い時は登山客やキャンプ利用

者でとてもにぎわっています。お問合

せは0968-73-3900まで。

12月18日(日)今季一番の冷え込みの中、「林家たい平

師走寄席」を開催しました。一番弟子の林家あずみさん、

二番弟子の林家さく平さんによる前座と、林家たい平さん

による落語を2席。700名を超えるお客様にご来場いただ

き、会場は大きな笑いや暖かい雰囲気に包まれました。

たい平さんの席では、ここでしか聞けない笑点での裏話

に笑い、うどんとそばのすすり方の違いに驚き、また一段

と落語に興味が湧くイベントとなりました。落語は、話し手

の言葉や軽い動きだけで頭の中に情景が浮かび上がっ

てくる、小説を声に出して読んでもらっているような不思

議な感覚です。これからもいろんな落語家さんのお話を

聞いてみたいですね！

【玉名市民会館ホール棟】

大ホール（固定席811席、車いす4席分、親子

席11席）

マルチホール（後部ロールバックチェア220席、

前部スタッキングチェア84席）

練習スタジオ

合同庁舎隣、玉名市役所の真向いです。

12/18( )

みんなで
健康体操！

副市長も
フル参加！！

卓球初心者の職員
も参加しました！

白熱しています！ ラリーが熱い！

抽選会もしました！

NHK

2 12 NHK

(^^

5

令和4年度2回目のピアノを弾こうです🎵開催日は2月18日、19日の土日です。「次の開催は

いつですか？」とお問合せもいただくようになりとても嬉しいです( *´艸｀)ちなみに、午前中の

枠より、午後からの枠が早めに埋まりやすいようです。お申込みはお早めに！

【演奏区分】①9：00～9：50 ②10：00～10：50 ③11：00～11：50 ④13：00～13：50 ⑤14：00

～14：50 ⑥15：00～15：50 ⑦16：00～16：50

♫参加料2,000円 ♫準備・片づけを含めて1区分50分 ♫1日7組ずつ募集（2日間で14組）

♫1組4人まで演奏可（舞台上は演奏者のみ）

新型コロナウイルス感染防止対策へご協力ください。また演奏が終わられたら、速やかにご

退館ください。

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、やむを得ず延期または中止となる場合があり

ます。最新情報は市民会館ホームページをご確認ください。

2月4日（土）から申込開始、玉名市民会館会議棟事務所までお越しください。（8：30～17：00）

玉名市民会館

自主文化事業

玉名市民会館

自主文化事業

「音楽の都づくり事業」は現在、「玉名女子高校吹

奏楽部」と「専修大学玉名高校吹奏楽部

Ventures」の演奏会を交互に行っています。

今年は専修大学玉名高校吹奏楽部です！

12/11（日）、令和4年度（第50回）マーチングバンド全国大会で「金賞」を受賞

されたばかりの「Ventures」の演奏を玉名市民会館で行います！

チケット料金は、一般1,000円・高校生以下500円とお買い求めやすい料金に

なっております。是非、たくさんのご来場をお待ちしております！

【日時】令和5年2月23日（木祝） 13：00開場 14：00開演

【場所】玉名市民会館大ホール

【料金】全席指定 一般1,000円 高校生以下500円

【販売所】玉名市民会館会議棟、荒尾総合文化センター、ながす未来館、専

修大学玉名高校

【発売日】令和5年1月5日（木）から販売開始。翌6日（金）から玉名市民会館

にて電話予約受付開始

【問合せ】玉名市民会館0968-73-5107（土日祝可8：30～17：00）

※チラシ作成段階では、今年度の金賞受賞を載せることが出来ませんでした。

申し訳ありません。メンバーの皆さん、おめでとうございます！

勤労者体育センター

自主文化事業

実施報告 2/18 19

専修大学玉名高校吹奏楽部Ventures演奏会

ホール棟入って正面

に「林家たい平」の

垂れ幕で皆様をお出

迎え→

【お知らせ】令和5年1月6日～3月16日まで、玉名市民会館会議棟の屋根改修工事を行います。ご利用予定のお客様、ならびにこれから予約予

定でしたお客様へは大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

2/23（木祝）


