
日 開演 入場料 ホール

５～７日
(火～木)

10:00 無料 マ

９日(土) 15:00
一般3,000円

大学生以下1,500円
大

15日(金) 関係者 マ

17日(日) 関係者 大

20日(水) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

22日(金) 18:00 関係者 大

23日(土) 12:00 有料 大

27日(水) 関係者 大

29日(金祝) 9:30 要整理券 大

日 開演 入場料 ホール

１日(日) 関係者 マ

５日(木祝)
13:30
17:00

無料
（チケット完売）

大

８日(日) 9:30 1,000円 マ

15日(日) 12:00 大

17日(火) 13:00 関係者 マ

18日(水) 13:30 関係者 マ

23日(月) 14:00 関係者 大

31日(火) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

日 開演 入場料 ホール

５日(日) 無料 大

７日(火) 関係者 マ

11.12日
(土日) 9:00

5/28から申込
2,000円 大

16日(木) 関係者 マ

24日(金) 関係者 大

26日(日) 14:00 2,000円 マ

30日(木) 18:30 有料
（料金は確認中） 大

玉名病院　研修 玉名病院

玉名市総合福祉課

ヴィーナス会ヴィーナス会　歌謡祭

ワールドファミリーWFC　フロギー・アンド・バニー・ショー

玉名日舞の会　発表会

玉名市文化課ロビーコンサート

事務手続き説明会 玉名公共職業安定所

玉名市民生委員児童委員連絡協議会

社会保険事務説明会 熊本県社会保険委員会玉名支部

熊本県玉名倫理法人会熊本県玉名倫理法人会　講演会

玉名市文化課ロビーコンサート

ピアノ発表会

夢工房夢工房　展示販売会

黒木遼

大＝大ホール　マ＝マルチホール
イベント 問合せ先

黒木遼　帰国記念ピアノリサイタル
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戦没者慰霊祭

労働基準協会玉名支部安全管理講習会

玉名法人会

問合せ先

森義臣と吹奏楽の集い

イベント 問合せ先

全国福利厚生共済会　勉強会 全国福利厚生共済会

☆玉名市民会館自主文化事業☆
野村萬斎・野村裕基　狂言公演 玉名市民会館

堀薫・浦田美香堀薫＆浦田美香　～音楽の時間～

【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

☆6月のロビーコンサートは、日程調整中

 春のたまな歌まつり（2月8日から延期） 興亜歌の会

イベント

ＪＡたまな　総代会 ＪＡたまな

玉名日舞の会

秀峰堂槍峰吟詠会吟剣詩舞

☆玉名市民会館自主文化事業☆
市民会館ホールでピアノを弾こう♪

森義臣と吹奏楽の集い実行委員会

玉名市民会館
（詳細は内ページ）

玉名法人会　総会

玉名市民生委員児童委員連絡協議会　総会

瓦版
玉名市民会館ホールの主なイベント情報

令和4年4月1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
・野村萬斎・裕基狂言公演
・市民会館ホールイベント情報
・管理施設の紹介
・演奏会実施報告
・ピアノを弾こう♪
・黒木遼さんピックアップ

4月
～かわらばん～

5月

6月

コロナ禍での生活も、もう2年が経

ちました。こけら落とし公演で予定し

ていた島津亜矢さんの来玉が実現

出来ず、落ち込んだ日もありましたが、

スタッフ一同今できる精一杯のこと

を行っていきたいと思っています。

何かご不明点ありましたら、市民会

館会議棟事務局まで。

ななななんと！野村萬斎さん、野村裕基さんが玉名へ！このたび、6月30日(木)玉名市民会館大ホー

ルにて、狂言公演の開催が決定しました！平成27年の旧ホールでの公演以降実に7年ぶりです。

俳優としても幅広く活躍される萬斎さん、これからさらに磨きがかかる裕基さん。すでにファンの方も、まだ

狂言って観たことないけど玉名で観れるなら！という方も、是非目の前で、直にご鑑賞ください。

詳細については、最新情報は玉名市民会館ホームページでお知らせします。広報た

まなでは6月号に掲載予定です。情報公開までしばらくお待ちください。
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玉名市自治振興公社の管理施設
【玉名市民会館】
問合せ：0968-73-5107

開館時間：9：00～22：00（受付は17：00まで）

休館日：12月29日～1月3日

【大ホール】固定席811席、車いす席4席、親子席11席 計826席

【マルチホール】スタッキングチェア（前部）84席、ロールバックチェア（後部）220席 計

304席

【会議棟】第1会議室180名、第2会議室90名、第3会議室45名、第4会議室30名、第5会

議室24名、和室（6畳）8名

※新型コロナウイルス感染予防のため、利用条件があります。ご予約前に玉名市民会

館事務局へお尋ねください。

【玉名市民会館会議棟

/事務局】

【体育センター／弓道場】
問合せ：0968-73-5706

開館時間：9：00～22：00

休館日：月曜日、12月28日～1月4日

【玉名勤労者体育センター】 【玉名市弓道場】

※重要なお知らせ※
利用に関して、予約時に使用者名簿の提出、利
用日当日の体調管理確認等、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の対策を行っております。

【小岱山ふるさと自然公園

ビジターセンター】

【ビジターセンター（キャンプ場）】
問合せ：0968-73-3900

開館時間：9：00～16：30（12月～翌3月の火曜日は、管理人は不在です。）
キャンプの事前予約は不要となりました。ビジターセンターにて受付を済まされた方から順に
ご利用できます。現在ソロキャンプが流行しており、ありがたいことにご利用者様がさらに増
えております。丸山キャンプ場を利用される方は、事前に混雑の状況を確認されることをお
勧めします。ヒロシのソロキャンプ、観ているとキャンプをしたくなりますよね。
※固定電話が不在の時は、管理人が見回りやお客様の対応をしている可能性があります。
時間をおいて再度かけなおしていただくか、携帯電話090-5935-4633へご連絡下さい。

玉名市民会館ホール棟（大ホール・マルチホール）は玉名市役所真向い、合同

庁舎横です。

【玉名市民会館ホール棟】

お客様からの嘆きの声 ご意見コーナーPart2

玉名女子高校吹奏楽部演奏会
総勢95名の可憐な生徒による演奏会を、令和4年2月23日(水祝)に感染対策をしっかりと行ったうえで一部内容を

縮小し開催しました。まん延防止等重点措置の期間内という状況の中、出演していただいた玉名女子高校吹奏楽部の皆

さん、本当にありがとうございました。玉名市内、またご遠方からもたくさんご来場くださったお客様に、素敵な演奏をお

聴きいただけて嬉しく思います。コロナ禍での感染防止対策にご協力いただき誠にありがとうございました。

ド迫力の演奏に驚かされることはもちろん、ひとりひとりの笑顔がキラキラしていて、コロナ禍で荒んだ気持ちを吹き飛

ばしてくれました。知っている曲が流れるとつい笑顔になって、身体が勝手にリズムを刻んでしまいますね♪また、演奏と

共にカラーガードによる華やかな演出、ピエロ風の子が左右前後に動く木琴（2人によって動かされる状況）を、完璧に叩

ききっていたことに驚きを隠せませんでした。多くのファンが付く納得の公演でした。

顧問米田先生の公演中のお話で「（コロナ流行で）令和2年度は何もさせてあげることが出来なかった」というお話があ

りました。部活はもちろん、高校生のその瞬間にしかできないことがたくさんあるはずなのに…と考えていたらホロリとき

てしまいました。本公演を3年生の卒業前に開催できて、本当によかったと思います。3年生のみなさん卒業おめでとう！

★3月19日に山形市のやまぎん県民ホールで行われた「第45回全日本アンサンブルコンテスト」に、熊本県内から九州

支部の代表として高校の部に出場した玉名女子高校（クラリネット五重奏）さんは、見事金賞に輝いたそうです！おめでと

うございます！！

ホールが出来た当初から、「マークがおしゃれだな、でも位置が高いしご年配の方は見えないのでは？」とは思っていたんです。。。

その後利用が始まってからは、「見えにくい！わからない！」とたくさんご意見いただきました。ありがとうございます。人型の空洞部分にピ

ンクのフィルムを貼ってみたりと思考を凝らしてみましたが、結局壁と同化してよく見えませんでした。結果、やはり白地に人型のマークが

一番わかりやすいですね。位置については、ちょっとした取り付けの工事が必要になりそうなので、検討します。

いまは併せて縦看板で表記をしております。また何かございましたら、市民会館スタッフまでお申し付けください。

ホールのトイレがどこだかわからない！

令和4年の1回目は6月です。今回から演奏時間を5分延ばして、1区分50分に

しました♪コロナ禍特有の無観客イベント！

普段触らないスタインウェイピアノで、思う存分弾いてください。

【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

♫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。

5月28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。

6/11（土）

6/12（日）

玉名市山田出身の黒木遼(くろきりょう)さんが、4月9日（土）玉名市民会館大ホールに

てピアノリサイタルを開催します！

ドイツのザール音楽大学院で最優秀の成績を収め、首席で卒業し、この度帰国されま

した。ドイツでピアニストデビューするも、新型コロナウイルスの影響で、契約予定だった

劇場も影響を受け話が白紙となり、国家演奏課程に進学することができなかったそうで

す。帰国後の現在は、自宅と熊本市内で後進の指導をしながら演奏活動を行っていると

のことです。

音楽の都玉名から誕生した、若きピアニストの演奏を是非ご鑑賞ください♪

☆チケットは玉名市民会館会議棟事務所にて販売中です

♪年に２回の恒例イベント！ホールでピアノを弾こう♪

黒木遼さん 広報たまなに取り上げられました！

素晴らしい

演奏技術！

玉名市民会館

自主文化事業

玉名市民会館

自主文化事業


