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日 開演 入場料 ホール

６日(木) 18:30 2,000円 マ

12日(水) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

14日(金) 18:00 関係者 大

16日(日) 13:00 関係者 マ

23日(日) 9:00 関係者 大

26日(水) 18:30 6,800円 大

29日(土) 9:00 無料 大

日 開演 入場料 ホール

10日(水) 10:30 関係者 マ

15日(月) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

16日(火) 13:00 関係者 マ

21日(日) 関係者 マ

22日(月) 14:00 関係者 大

28日(日) 11:00 関係者 大・マ

日 開演 入場料 ホール

３日(土) 関係者 大

７日(水) 12:20 無料
ホール棟
ロビー

10.11日
(土日)

9:00
事前申込
2,000円

大

12日(月) 13:00 関係者 大

15.16日
(木金)

関係者 全館

21日(水) 9:30 関係者 大

22日(木) 関係者 マ

28日(水) 13:30 関係者 マ

全国福利厚生共済会全国福利厚生共済会　研修会

≪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♪

玉名青年会議所

イベント

【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
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

熊本県労働基準協会玉名支部安全管理講習会

熊本県社会保険委員会玉名支部社会保険事務説明会

ロビーコンサート 玉名市文化課　玉名市民会館

玉名年金事務所玉名年金事務所　説明会

玉名農業協同組合　総代会 玉名農業協同組合

玉名市民生委員児童委員連絡協議会民生委員児童委員連絡協議会　総会

北稜高校農業クラブ　プロジェクト発表会
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玉名倫理法人会玉名倫理法人会　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）

玉名市文化課　玉名市民会館ロビーコンサート

玉名病院院内研修会

グリーンコープ生協くまもと　総会 グリーンコープ生協くまもと

問合せ先（主催）

玉名市総合福祉課

藤本ダンス教室

玉名市戦没者合同慰霊祭

藤本ダンス教室　ダンスパーティー

熱唱　歌のステージ～名曲をあなたへ～ ソワード(株)

ヴィーナス会ヴィーナス会　歌謡祭

玉名市民会館

ロビーコンサート

事務手続説明会

問合せ先（主催）

玉名青年会議所　式典

(有)ライフケア

玉名市文化課　玉名市民会館

玉名公共職業安定所

ライフケア　会社周年記念事業

玉名市民会館ホールの主なイベント情報
令和５年３月２７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

・たまなの紅白歌合戦案内

・ピアノを弾こう案内

・自主事業実施報告（2/23）

４月 瓦版～かわらばん～

５月

６月

筆者のつぶやき

令和５年度が始まりました。専修大学

玉名高校Venturesの演奏会で令和４年度

を華々しく締めることができました。今

年度も楽しいイベントを企画しておりま

すのでお楽しみに！

マスクが必須な花粉症仲間の方、もう

少し一緒に頑張りましょうね！

2023 3 13

2019 12 1

3

※市民会館では、来館者様がこれからも安心してご利用頂けるように、引き続き検温や消毒を実施します。

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
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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。

( ) Ventures 700

Ventures 999

Ventures

【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5年も続々と予約が入っています。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5年も講習会に研修会、イベントなど盛り沢山！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。

【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。

玉名市民会館

自主文化事業

たまなの紅白歌合戦 開催及び観覧のご案内
【日 時】７月２日（日） ９:３０開場 １０:３０開演

【場 所】玉名市民会館大ホール

【料 金】全席指定 ５００円（当日８００円）

※前売で完売の場合、当日券の販売はありません

【発売日】令和５年６月８日（木）

【販売所】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、サロン・ド・ＪＵＮ

「たまなの紅 歌合戦」開催!!

令和5年度市民会館主催イベント一発目は「市民会館ホールでピアノを弾こう♪」です！ひろーい

ホールを独占できるのはこのイベントだけ！開催日は６月10日、11日（土日）の2日間。持て余してし

まうほどの50分間を、思う存分満喫してください。

【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

♫参加料2,000円 ♫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の流行はずいぶんと治まっていますが、演奏が終わられたら速やかにご

退館ください。ご協力をお願いいたします。

5月27日（土）から申込開始。参加料をもって玉名市民会館会議棟事務所（8：30～17：00土日

祝可）までお越しください。

玉名市民会館

自主文化事業

/10( ) 11( )

2/23( )

Ventures

２年に一度の恒例イベント、たまなの紅白歌合戦！２月１２日の「ＮＨＫのど自慢」の会場となったこの年に堂々開催！カラオケ祭とい

うと、出場者の年齢層は少し高めなのですが・・・のど自慢で盛り上がったこの舞台を、子どもから大人の幅広い世代の出場者でまた華

やかにしてほしいと思います♪たまなの紅白歌合戦は、最後に紅（女性）白（男性）のどちらが良かったかを、最後にお客様の拍手で決

めます。発表会ではなく紅白の戦いでもありますので、毎回出演者のやる気や衣装も見ものです。筆者３０代の職員ですが、個人的に

Ｋ-ＰＯＰが大好きなので、かっこよくダンス＆歌をやってくれる方大募集です!!!!

ちなみにのど自慢はサビまでのワンコーラスも歌えない場合もあるようですが、たまなの紅白歌合戦は２コーラス歌えますヨ( *´艸｀)

出演者参加申込やイベントの内容は下記をご覧ください♫

申込期間：６月７日(水）～１３日(火)

出場料金：【一般】３，０００円 【２５歳まで】１人５００円

☆それぞれ当日の昼食代、参加賞含む

定員人数：男女各30組（定員になり次第締め切り）

応募方法：出場料をもって玉名市民会館会議棟事務所へお

越しください。（8：30～17：00土日祝可）

≪出場条件≫

①荒玉地区在住者、在職者及び在学者。申込みは出場希望

者本人が行ってください。２５歳までの出場の方に限り、代理

人による申込み可とします。

②歌唱は２コーラス。グループ歌唱、踊り付き、デュエット、セ

リフ付きも同条件。

③説明会の６月２４日(土)、リハーサルの７月１日(土)、本番

の７月２日(日)に必ず最後まで参加する事。（３日間参加のお

約束です）

④説明会までに曲目を決め、その後の変更は出来ません。

⑤「発表会」ではないので、歌唱、演出、その他協力して練習

すること。

⑥その他、会館が提示する新型コロナウイルス感染防止対

策を必ず守る事。

→ソロはとても格好

良く、引き込まれま

す。

←今回は衣装がと

てもカラフルで、照

明と合わさって舞

台がキラキラしてい

ました。

７月２日
(日)

出場者大募集!!

☎お問合せは玉名市民会館（0968-73-5107）まで

中学生と一緒に！


