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日 開演 入場料 ホール

１日(土) 13:30 要申込 マ

16日(日) 12:00 無料 大

18日(火) - 関係者 大

21日(金) - 関係者 大

23日(日) 14:00 1,000円 マ

25日(火) - 関係者 大

27日(木) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

29日(土) 13:30 無料 大

日 開演 入場料 ホール

１日(火) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

２日(水)
14:00
18:00

6,800円 大

６日(日) 14:00 1,000円 大

11日(金) 関係者 大

10:00 無料 大

10:00 お茶代 マ

17日(木) 関係者 マ

19日(土) 14:00 関係者 マ

20日(日) 13:00 無料 大

22日(火) 14:00 関係者 マ

23日(水祝)
市民会館
周辺

24日(木) 関係者 マ

25日(金) 関係者 大

27日(日) 10:00 関係者 大

日 開演 入場料 ホール

３日(土) 13:30 関係者 大

８日(木) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

10日(土) 13:30 関係者 大

15日(木) - 関係者 大

18日(日) 14:00 3,000円 大

25日(日) 14:00 1,000円 マ

玉名市文化協会

玉名市文化課・玉名市民会館ロビーコンサート

玉名法人会年末調整説明会

≪市民文化祭≫　玉名市民茶会

専修大学玉名高校

≪市民文化祭≫　伝統部門発表会

≪市民文化祭≫　ダンスフェスティバル

玉名市文化協会

講演会

≪市民文化祭≫　日舞の会
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玉名市保健予防課健康講演会

大＝大ホール　マ＝マルチホール

イベント 問合せ先（主催）

ゆめのねいろゆめのねいろ　吹奏楽コンサート

玉名市文化課スクールバンドコンサート

玉名高校芸術鑑賞会

玉名演奏者協会

玉名高校付属中学校

≪市民文化祭≫　玉名演奏者協会リサイタル

学芸発表会

芸術鑑賞会 玉名工業高校

13日(日)

イベント 問合せ先（主催）

ロビーコンサート 玉名市文化課・玉名市民会館

税を考える週間

研修会

大俵まつり

玉名市税務課

熊本県都市計画協議会

玉名市観光物産課

玉名病院

研修会

玉名法人会

玉名市文化協会

玉名市私立保育園協会

梅沢富男劇団特別公演 ソワード

【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。

イベント

☆玉名市民会館自主文化事業☆
師走寄席　林家たい平

玉名市民会館

玉名市民合唱団≪市民文化祭≫　玉名市民合唱団定期演奏会

社会知性フォーラム

玉名市社会福祉協議会

専修大学玉名高等学校

ロビーコンサート

専修大学玉名高校文化祭

研修会

問合せ先（主催）

地域福祉団体合同研修会

玉名女子高校芸術鑑賞会

玉名市文化課・玉名市民会館

瓦版
玉名市民会館ホールの主なイベント情報

令和4年9月30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案内

・師走寄席の案内（詳細は中ページ）

・優秀映画実施報告

・前川清ファミリーコンサートがありました

10月

～かわらばん～

11月

12月

筆者のつぶやき
今年も残す所あと3か月となりました。1年のほ

とんどをマスクで過ごしてもう3年。逆に今はマス

クを外す方が恥ずかしいとも感じる今日この頃

です。

さて、マスク生活で息苦しい中、少しでも皆様

に楽しいイベントをご案内！毎月ロビーコンサー

トも開催中♫目玉は12月18日の師走寄席！チ

ケットは間もなく販売開始です！

10/5(水)からチケット販売開始!!

市民会館大ホール

14：00開演

前売チケット3,000円

12月18日(日)
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演歌でも、ＫＢＣで放送の「タビ好き」で大人気！前川清ファミリーコンサートが、

9月12日(月)に市民会館大ホールにて開催されました。チケットは完売し、当日も

楽しみにされていたお客様が朝10：30頃から続々とご来館され、お昼13時からの

公演にもかかわらず12時前には駐車場もいっぱいになりました。これから徐々に

有名人の公演が増え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。

8月28日(日)市民会館大ホールにて「優秀映画鑑賞推進

事業 たまきな映画のつどい」を開催しました。

優秀映画鑑賞では新しめ、1980年代～1990年代公開の

「転校生」「櫻の園」「お引越し」の三本をお届けしました。

またロビーでは映画看板展、鉛筆画展なども同時に開催

しました。

終了後のアンケートには「一日中だらだらとテレビを観て

いる妻に、こういう素晴らしい映画を観てもらいたい」など

と、うれしいコメントも頂きました。是非来年の開催時には

ご夫婦で来ていただけることを期待しています。

玉名には映画館がありませんので、毎年の開催を楽し

みにしてくださっているお客様が多数おられる中、今年の

コロナ禍でも無事に開催できてスタッフ一同安心しました。

来年も良き映画をお届けできるよう企画しておりますの

で、是非お楽しみに！

【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。

【日時】令和4年11月26日(土)
受付8：30 開会式9：00

【募集】55歳以上の熊本県在住の方

Ａ熟練者（経験5年以上） 25名

Ｂ初心者（経験5年未満） 25名

【参加料】500円（保険料・参加賞含む）

【募集期間】11月1日(火)～18日(金)

【試合方式】リーグ方式（5人1組） 1人4試合予定

【応募】市民会館・勤労者体育センターにある申込

用紙で、参加料添えて市民会館会議棟事務所へお

申込みください。計50名集まり次第締め切ります。

【主催・問合せ】玉名市民会館 0968-73-5107

※午前中で終了予定につき、例年より募集人数を減らしています。申込はお早めに。

※コロナ禍につき、例年配っておりました焼き芋はありません。ご了承ください。

コロナの流行により開催できなくなっていたラージボール大会を、3年ぶりに開催

します。規模縮小で開催しますので、申込はお早めに！

【開催日・場所】１２月1８日（日） 玉名市民会館大ホール（ホール棟）

【チケット】前売3,000円（当日3,500円） ※未就学児入場不可。前売で完売の場合、当日券は無し。

【プレイガイド】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、熊日プレイガイド

【発売日】10月5日(水)から販売 翌日6日(木)9時からは、玉名市民会館にて電話予約受付開始

【主催・お問合せ】玉名市民会館 0968-73-5107（8：30～17：00）
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