
　　　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　　  9月 9月 9月 9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　１６日（火）休館日　１６日（火）休館日　１６日（火）休館日　１６日（火）

　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

6～７6～７6～７6～７ 土～日 20時00分 無料  宝石の八神　　 岩城

8888 月 19時00分 一般自由 0562-48-8811

無料  カラオケ喫茶小百合

一般自由 052-604-1210

無料  カラオケ喫茶　あい

全自由席  保科好子 0562-48-8481

 たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ 無料  たんぽぽくらぶ

　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会 指定席含 052-629-0136

 大府市民吹奏楽団 大府市民吹奏楽団 大府市民吹奏楽団 大府市民吹奏楽団 500円(前売400円）  福田恵治

　　第35回 定期演奏会　　第35回 定期演奏会　　第35回 定期演奏会　　第35回 定期演奏会 　　　　　　　 全自由席 090-2573-8577

　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
6～７6～７6～７6～７ 土～日 20時00分 無料  宝石の八神　　 岩城

8888 月 19時00分 一般自由 0562-48-8811

無料  小島 登

全自由席 0562-48-3841

無料  棚瀬裕美子

全自由席 0562-44-2582

 バンノダンススタジオ バンノダンススタジオ バンノダンススタジオ バンノダンススタジオ 2500円  バンノダンススタジオ

         ダンスパーティー         ダンスパーティー         ダンスパーティー         ダンスパーティー 一般自由 052-625-7872

500円  二村正夫

全自由席 052-811-8741

 たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ 無料  たんぽぽくらぶ

　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会 指定席含 052-629-0136

　展示室　展示室　展示室　展示室
6～７6～７6～７6～７ 土～日 20時00分 無料  宝石の八神　　 岩城

8888 月 19時00分 一般自由 0562-48-8811

10101010 水 12時00分 無料  長田   弘

11～1411～1411～1411～14 木～日

15151515 月 16時00分 一般自由 0562-47-9095

17171717 水  大府市写真同好会 大府市写真同好会 大府市写真同好会 大府市写真同好会 13時00分 無料  大府市写真同好会　　

18～2018～2018～2018～20 木～土  中嶋好夫

21212121 日 15時00分 一般自由 0562-48-1267

 たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ たんぽぽくらぶ 無料  たんぽぽくらぶ

　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会　　第13回 バトンダンス・チアダンス発表会 指定席含 052-629-0136

無料  鈴置日出子　 

一般自由 090-9932-9815

無料  佐藤早由美

一般自由 090-6330-2734

　　      つつじの間　　      つつじの間　　      つつじの間　　      つつじの間
 子ども落語 子ども落語 子ども落語 子ども落語 無料  西脇千草

     笑学生落語クラブ　落語会     笑学生落語クラブ　落語会     笑学生落語クラブ　落語会     笑学生落語クラブ　落語会 一般自由 0562-44-3533

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）

※　9月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内※　9月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内※　9月のｼｽﾃﾑによる抽選申し込みのご案内※　9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- 8月分Ｈ27- 8月分Ｈ27- 8月分Ｈ27- 8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- 4月分Ｈ27- 4月分Ｈ27- 4月分Ｈ27- 4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・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｈ27- 1月分Ｈ27- 1月分Ｈ27- 1月分Ｈ27- 1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

21212121 日 9時45分 10時00分 12時00分

24242424 水  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

27272727 土  コスモス マーケット コスモス マーケット コスモス マーケット コスモス マーケット 10時00分 16時00分

18時00分

　　　第１０回 記念合同写真展　　　　　　　　　第１０回 記念合同写真展　　　　　　　　　第１０回 記念合同写真展　　　　　　　　　第１０回 記念合同写真展　　　　　　 9時00分

23232323 火 14時30分 15時00分 18時00分

  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ 10時00分

 第19回 大府市写真クラブ 写真展 第19回 大府市写真クラブ 写真展 第19回 大府市写真クラブ 写真展 第19回 大府市写真クラブ 写真展
19時00分

10時00分

20時30分

23232323 火 14時30分 15時00分 18時00分

21212121 日  社交ダンスダンスレインボー 社交ダンスダンスレインボー 社交ダンスダンスレインボー 社交ダンスダンスレインボー 17時30分

15151515 月 12時15分 12時30分 17時00分

9時30分 17時00分

14141414 日  ミュージックコンサート２０１４ ミュージックコンサート２０１４ ミュージックコンサート２０１４ ミュージックコンサート２０１４ 12時30分 13時00分 15時00分

  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ  ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ 10時00分

13131313 土  コスモス 歌の祭典 コスモス 歌の祭典 コスモス 歌の祭典 コスモス 歌の祭典 9時00分

23232323 火 14時30分 15時00分 18時00分

28282828 日 13時00分 13時30分 16時00分

18時00分

13131313 土  林ゆり 10周年記念　歌の集い 林ゆり 10周年記念　歌の集い 林ゆり 10周年記念　歌の集い 林ゆり 10周年記念　歌の集い 9時00分 9時30分 18時30分

21212121 日  カラオケ喫茶 あい　第5回 歌謡祭 カラオケ喫茶 あい　第5回 歌謡祭 カラオケ喫茶 あい　第5回 歌謡祭 カラオケ喫茶 あい　第5回 歌謡祭 9時00分 9時30分

     住所　大府市明成町1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

 ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ ＨＡＳＳＩＮ　ＫＩＢＯＵＳＡＩ 10時00分


