
　　　平成27年　　　　　　平成27年　　　　　　平成27年　　　　　　平成27年　　　大府市勤労文化会館　　 大府市勤労文化会館　　 大府市勤労文化会館　　 大府市勤労文化会館　　  ３月 ３月 ３月 ３月催物案内催物案内催物案内催物案内

　　　　
電話  0562-48-6151

　　　　 　 Ｆax   0562-48-6153

　もちのきホール　もちのきホール　もちのきホール　もちのきホール
日　日　日　日　 曜日曜日曜日曜日 催　　物　　内　　容催　　物　　内　　容催　　物　　内　　容催　　物　　内　　容 開場時間開場時間開場時間開場時間 開演時間開演時間開演時間開演時間 終演時間終演時間終演時間終演時間

 徳山栄洋

0562-47-7209

 国際ソロプチミスト愛知ガーデニア 国際ソロプチミスト愛知ガーデニア 国際ソロプチミスト愛知ガーデニア 国際ソロプチミスト愛知ガーデニア

１０周年記念事業　「東北の鬼ァ　泣いでっぺ」１０周年記念事業　「東北の鬼ァ　泣いでっぺ」１０周年記念事業　「東北の鬼ァ　泣いでっぺ」１０周年記念事業　「東北の鬼ァ　泣いでっぺ」  山田惠子 090-3256-8001

 マリナエスタウィンドオーケストラ マリナエスタウィンドオーケストラ マリナエスタウィンドオーケストラ マリナエスタウィンドオーケストラ  濵嶋博美 090-8498-6745

 第７回 定期演奏会 第７回 定期演奏会 第７回 定期演奏会 第７回 定期演奏会

Skyblue Wind OrchestraSkyblue Wind OrchestraSkyblue Wind OrchestraSkyblue Wind Orchestra  矢野

 第７回 定期演奏会 第７回 定期演奏会 第７回 定期演奏会 第７回 定期演奏会 　 052-604-1532

 マンドリンアンサンブル　「エーデルワイス」 マンドリンアンサンブル　「エーデルワイス」 マンドリンアンサンブル　「エーデルワイス」 マンドリンアンサンブル　「エーデルワイス」 無料  伊藤　元

 第６回　ふれあいコンサート 第６回　ふれあいコンサート 第６回　ふれあいコンサート 第６回　ふれあいコンサート 090-2926-2396

無料

 山口道代 090-6088-3223

　くちなしホール　くちなしホール　くちなしホール　くちなしホール
1～71～71～71～7 日～土 19時00分  大府市文化スポーツ課　

8888 日 15時00分 0562-45-6266

 竹内稔

090-2682-5131

 二村正夫

090-4859-9408

1～71～71～71～7 日～土 19時00分 無料  大府市文化スポーツ課　

8888 日 15時00分 0562-45-6266

10101010 火 18時00分 無料  片山商会

11111111 水 17時00分  片山和彦 0569-42-1834

12121212 木 17時00分 無料  ㈱ユキ

13131313 金 16時00分              052-459-7030

無料  三丸ひとみ

無料  水野千佳

090-9221-1069

20・2120・2120・2120・21 金・土 17時00分 無料  長谷川美矢子

22222222 日 15時00分 090-4112-4920

無料  鈴置日出子

090-9932-9815

催物は都合により変更される場合があります。　問い合せは主催者にお願い致します催物は都合により変更される場合があります。　問い合せは主催者にお願い致します催物は都合により変更される場合があります。　問い合せは主催者にお願い致します催物は都合により変更される場合があります。　問い合せは主催者にお願い致します

催物案内掲載ご希望の方は受付で申し込みをして下さい（利用月2ヶ月前の15日まで）催物案内掲載ご希望の方は受付で申し込みをして下さい（利用月2ヶ月前の15日まで）催物案内掲載ご希望の方は受付で申し込みをして下さい（利用月2ヶ月前の15日まで）催物案内掲載ご希望の方は受付で申し込みをして下さい（利用月2ヶ月前の15日まで）

・　3月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内・　3月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内・　3月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内・　3月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内
　 ﾊﾟｿｺﾝ等から申し込み（1～7日）  ･当選結果確認（11～18日）  ･本申請（20～29日） 　 ﾊﾟｿｺﾝ等から申し込み（1～7日）  ･当選結果確認（11～18日）  ･本申請（20～29日） 　 ﾊﾟｿｺﾝ等から申し込み（1～7日）  ･当選結果確認（11～18日）  ･本申請（20～29日） 　 ﾊﾟｿｺﾝ等から申し込み（1～7日）  ･当選結果確認（11～18日）  ･本申請（20～29日） 

もちのきホールは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｈ28- 2月分Ｈ28- 2月分Ｈ28- 2月分Ｈ28- 2月分 ・　宿泊のご案内・　宿泊のご案内・　宿泊のご案内・　宿泊のご案内

くちなしホール、展示室は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｈ27- 10月分Ｈ27- 10月分Ｈ27- 10月分Ｈ27- 10月分

練習室、研修室、会議室、つつじの間、茶室は・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｈ27- 7月分Ｈ27- 7月分Ｈ27- 7月分Ｈ27- 7月分

・　トレーニング室利用のご案内・　トレーニング室利用のご案内・　トレーニング室利用のご案内・　トレーニング室利用のご案内
一回券340円　回数券1,700円(６枚）　利用者はお風呂に入れます

エアロビ開催日は火、木曜日　受付とﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室入り口に表示してあります

65歳以上の市民の方は、市から交付された助成券を併用しますと1回190円で利用できます

     住所　大府市明成町一丁目330番地

休館日　１６日（月）休館日　１６日（月）休館日　１６日（月）休館日　１６日（月）

　勤労文化会館のホームページ（http//obu-kinrou.com/）でも閲覧できます　勤労文化会館のホームページ（http//obu-kinrou.com/）でも閲覧できます　勤労文化会館のホームページ（http//obu-kinrou.com/）でも閲覧できます　勤労文化会館のホームページ（http//obu-kinrou.com/）でも閲覧できます

入場料　等入場料　等入場料　等入場料　等 主催者、連絡先等主催者、連絡先等主催者、連絡先等主催者、連絡先等

1111 日  第２２回  文協歌謡祭 第２２回  文協歌謡祭 第２２回  文協歌謡祭 第２２回  文協歌謡祭 9時00分 9時30分 17時30分
無料

全自由席

7777 土 13時30分 14時00分 15時30分
800円 国際ソロプチミスト愛知ガーデニア

全自由席

14141414 土 13時00分 13時30分 15時00分
500円

全自由席 （16時～22時の間）

22222222 日 13時00分 13時30分 15時30分
全自由席

15151515 日 13時15分 14時00分 15時30分
500円

全自由席

全自由席

 第３１回 大府市民美術展 第３１回 大府市民美術展 第３１回 大府市民美術展 第３１回 大府市民美術展 10時00分
無料

一般自由

11111111 水  歌声喫茶大府店 歌声喫茶大府店 歌声喫茶大府店 歌声喫茶大府店 13時00分 13時30分

29292929 日  フラオマハナ　発表会 フラオマハナ　発表会 フラオマハナ　発表会 フラオマハナ　発表会 12時30分 13時00分 16時00分

展示室展示室展示室展示室

 第31回 大府市民美術展 第31回 大府市民美術展 第31回 大府市民美術展 第31回 大府市民美術展 10時00分
一般自由

 衣料品展示即売会 衣料品展示即売会 衣料品展示即売会 衣料品展示即売会 10時00分
一般自由

15時30分
800円

一般自由

15151515 日  社交ダンスパーティー 社交ダンスパーティー 社交ダンスパーティー 社交ダンスパーティー 17時30分 20時45分
500円

一般自由

milkmia2011@ezweb.ne.jp

15151515 日  清花書道教室作品展 清花書道教室作品展 清花書道教室作品展 清花書道教室作品展 10時30分 16時00分
一般自由

 ウィッグ（かつら）展示即売会 ウィッグ（かつら）展示即売会 ウィッグ（かつら）展示即売会 ウィッグ（かつら）展示即売会 10時00分
一般自由

14141414 土  大府ハッピーマルシェ　ｖｏｌ．７　 大府ハッピーマルシェ　ｖｏｌ．７　 大府ハッピーマルシェ　ｖｏｌ．７　 大府ハッピーマルシェ　ｖｏｌ．７　 10時00分 15時00分
一般自由

宿泊室のシステムによる申し込み予約はできません。

ご利用は部屋の空き状況を確認の上,お申し込み下さい

　一人でのお泊り　2,310～3000円

　二人でのお泊り　1,950円/人～

　三人でのお泊り　1,600円/人～

 ステンドグラス作品展 ステンドグラス作品展 ステンドグラス作品展 ステンドグラス作品展 10時00分
一般自由

24242424 火 ハッピーベルフリーマーケットハッピーベルフリーマーケットハッピーベルフリーマーケットハッピーベルフリーマーケット 10時00分 12時00分
一般自由


