
　　　平成26年　　　　　　平成26年　　　　　　平成26年　　　　　　平成26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　　  5月 5月 5月 5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

休館日　１９日（月）休館日　１９日（月）休館日　１９日（月）休館日　１９日（月）

　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

  親子映画会  親子映画会  親子映画会  親子映画会 10時00分 10時30分 12時00分 300円 　全自由席   大府市文化協会・㈱P&P共同体

｢映画かいけつゾロリ　まもるぜ！きょうりゅうのたまご｣｢映画かいけつゾロリ　まもるぜ！きょうりゅうのたまご｣｢映画かいけつゾロリ　まもるぜ！きょうりゅうのたまご｣｢映画かいけつゾロリ　まもるぜ！きょうりゅうのたまご｣ 13時00分 13時30分 15時00分 　大府市勤労文化会館 0562-48-6151

　大府市楽友協会管弦楽団 　大府市楽友協会管弦楽団 　大府市楽友協会管弦楽団 　大府市楽友協会管弦楽団 前売700円 　鈴置邦夫

第３6回演奏会第３6回演奏会第３6回演奏会第３6回演奏会 当日800円 全自由席  0562-46-8345

　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会 無料 　浅田聖風

　全国吟詠コンクール愛知県予選大会　全国吟詠コンクール愛知県予選大会　全国吟詠コンクール愛知県予選大会　全国吟詠コンクール愛知県予選大会 　一般自由 0562-47-1607

　ミュージックスクール　ミュージックスクール　ミュージックスクール　ミュージックスクール 無料 　島村楽器　イオンモール大高店

　ピアノ科・幼児の基礎音楽コース　発表会　ピアノ科・幼児の基礎音楽コース　発表会　ピアノ科・幼児の基礎音楽コース　発表会　ピアノ科・幼児の基礎音楽コース　発表会 　全自由席 052-629-5101

　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
当日入場料有   大府バンビダンスサークル

指定席含   藤原　章 090-7025-3017

無料 　尾関文枝

一般自由 0562-47-4003

無料   阪野　実

　 一般自由 0562-48-1450

　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会　公益財団法人　日本吟剣詩舞振興会 無料 　浅田聖風

　全国吟詠コンクール愛知県予選大会　全国吟詠コンクール愛知県予選大会　全国吟詠コンクール愛知県予選大会　全国吟詠コンクール愛知県予選大会 一般自由 0562-47-1607

　ＭＡｉＣＯ　音楽教室　ＭＡｉＣＯ　音楽教室　ＭＡｉＣＯ　音楽教室　ＭＡｉＣＯ　音楽教室 無料 　ＭＡｉＣＯ　音楽教室

　　　　　　２ｎｄ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　　　　　　２ｎｄ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　　　　　　２ｎｄ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　　　　　　２ｎｄ　Ｃｏｎｃｅｒｔ 一般自由 　西村麻衣子 090-9890-0442

31313131 土 無料 　大府市文化協会事務局

6/16/16/16/1 日 一般自由 0562-48-6188

　展示室　展示室　展示室　展示室
1111 木 18時00分 無料 　阪野昭忠

～５～５～５～５ 月 16時00分 一般自由 0562-46-1008

14141414 水 　ビックワールド展示即売会　ビックワールド展示即売会　ビックワールド展示即売会　ビックワールド展示即売会 20時00分 無料 　㈱ワカマツ

15151515 木 　（衣料雑貨の展示即売会）　（衣料雑貨の展示即売会）　（衣料雑貨の展示即売会）　（衣料雑貨の展示即売会） 18時00分 一般自由 052-443-1596

　アイシンリブラン　アイシンリブラン　アイシンリブラン　アイシンリブラン 無料 　アイシンリブラン刈谷店

　           リフォーム相談会　           リフォーム相談会　           リフォーム相談会　           リフォーム相談会 一般自由 0120-392-964

無料   funny fuzzy

一般自由

無料 　鈴置日出子

一般自由 090-9932-9815

17時30分 20時00分 無料   加藤昭夫

10時00分 17時00分 一般自由  090-2188-7018

　はぴでぃ　はぴでぃ　はぴでぃ　はぴでぃ 無料 　松山桂子

　顔のお手入れ（有料＝ワンコイン）・小物販売　顔のお手入れ（有料＝ワンコイン）・小物販売　顔のお手入れ（有料＝ワンコイン）・小物販売　顔のお手入れ（有料＝ワンコイン）・小物販売 10時00分 16時00分 体験料 有 一般自由 090-6580-3999

31313131 土 無料 　大府市文化協会事務局

6/16/16/16/1 日 一般自由 　                       　0562-48-6188

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）

・　5月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内・　5月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内・　5月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内・　5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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｈ27- 4月分Ｈ27- 4月分Ｈ27- 4月分Ｈ27- 4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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｈ26- 12月分Ｈ26- 12月分Ｈ26- 12月分Ｈ26- 12月分 　宿泊室のシステムによる申し込み予約はできません。

練習室、研修室、会議室、つつじの間、茶室は・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｈ26- 9月分Ｈ26- 9月分Ｈ26- 9月分Ｈ26- 9月分 　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円～

・　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 　二人でのお泊り　1,950円/人～

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 　三人でのお泊り　1,600円/人～

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

　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

10101010 土
3歳未満＝無料

24242424 土 9時00分 9時30分 17時00分

11111111 日 13時00分 13時30分 16時30分

25252525 日 12時45分 13時00分 16時00分

12時00分

18時30分

10101010 土 　文の会　カラオケ発表会　文の会　カラオケ発表会　文の会　カラオケ発表会　文の会　カラオケ発表会 9時00分 9時30分 16時00分

6666 火 　スプリング ダンス パーティー　スプリング ダンス パーティー　スプリング ダンス パーティー　スプリング ダンス パーティー 12時00分 13時00分

22222222 木
　 朗読グループおおぶ　 朗読グループおおぶ　 朗読グループおおぶ　 朗読グループおおぶ
        「朗読のひととき」        「朗読のひととき」        「朗読のひととき」        「朗読のひととき」

9時30分 10時00分

25252525 日 13時00分 13時30分 17時00分

24242424 土 9時00分 9時30分 17時00分

  第38回　文協まつり・文化展  第38回　文協まつり・文化展  第38回　文協まつり・文化展  第38回　文協まつり・文化展 9時00分 16時00分

　阪野昭忠陶展　阪野昭忠陶展　阪野昭忠陶展　阪野昭忠陶展 9時00分

10時00分

17～1817～1817～1817～18 土～日 10時00分 17時00分

milkmia2011@ezweb.ne.jp

22222222 木 　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

21212121 水 　大府ハッピーマルシェ　　大府ハッピーマルシェ　　大府ハッピーマルシェ　　大府ハッピーマルシェ　 10時00分 15時00分

9時00分 16時00分

23～2423～2423～2423～24 金～土 　第7回　Ｅｐｃ展　第7回　Ｅｐｃ展　第7回　Ｅｐｃ展　第7回　Ｅｐｃ展

25252525 日

  第38回　文協まつり・文化展  第38回　文協まつり・文化展  第38回　文協まつり・文化展  第38回　文協まつり・文化展


