北神区民センター・ありまホール 公演スケジュール（９月～１１月）

9/18 月

9/24 日

10/1 日

６th KITA KOBE

あなたに贈るコンサート

ムータ ダンス スタジオ
ダンス発表会

COLLECTION 2017

（神戸開港150年記念事業）
■15:00～ ありまホール
■ 2,000円、中高生1,000円
■神戸電鉄、ミュゼ、神戸ベルェベル
美容専門学校 他
■北神戸コレクション実行委員会

■14:00～（予定） ありまホール
■ 前売1,300円、当日1,500円
■神戸市混声合唱団
■（公財）神戸市民文化振興財団
北神区民センター

■未定 ありまホール
■無料
■教室生
■ムータ ダンス スタジオ

10/8 日

10/14 土

10/15 日

第3回 エコソーレ♪音楽祭

北神オータムフェスタ 2017

ファミリーミニチュア

■13:00～ ありまホール
■1,000円
■アマチュア音楽家・
プロのオペラ歌手
■eco-sole♪（エコソーレ）

関西学院大学応援団総部吹奏楽部
による秋の祭典

■①15:00～ ありまホール

■前売 700円
受講生・友の会会員600円
当日800円(高校生500円）
中学生以下無料
■北神区民センター

10/22 日

10/29 日

PTNAピアノステップ

エレクトーン
フェスティバル 2017

■10:00～ ありまホール
■無料
■ピアノ愛好家の皆さん
■PTNA北神戸すみれステーション

11/11 土
あなたに贈るコンサート
■14:00～（予定） ありまホール
■ 前売1,300円、当日1,500円
■神戸市室内合奏団
■（公財）神戸市民文化振興財団
北神区民センター

11/19 日
mpi E.S神戸教室
英語発表会
■未定
ありまホール
■ 無料
■ 教室生
■ mpiE.S 神戸教室

〒651-1302

（アンサンブルの部 平瀬楽器店別大会）

■14:00～（未定） ありまホール
■ 無料 ■教室生
■平瀬楽器 問合せ☎079-563-3600

11/12 日
歌とピアノのコンサート

（チャイコフスキーの音楽に寄せて）

■11：00～ ありまホール
■ 無料
■ 教室生
■道奥ピアノ教室

2017年9月

北神区民センターだより

第11号
通算第17号

発行元（公財）神戸市民文化振興財団 北神区民センター
〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1丁目3-1 ☎078-987-3400

第2７回

ありまホール映画サロン
銭湯・幸の湯を営む幸野家だが、父が
1年前にふらっと出奔し銭湯は休業状態。
母・双葉は、持ち前の明るさと強さで、
パートをこなしながら娘を育てていた。
そんなある日、突然、余命2ヶ月という
宣告を受ける。その日から彼女は『絶
対にやっておくべきこと』を実行して
いく。その母の行動は、家族からすべ
ての秘密を取り払うことになり、彼ら
はぶつかりながらもより強い絆で結び
ついていく。そして家族は、究極の愛
を込めて母を葬ることを決意する。

コンサート

■1３:００～ ありまホール
■無料
■参加者
■ファミリーミニチュアコンサート
実行委員会

11/5 日

上映時間：２時間５分

秋のピアノ発表会

■13:30～ ありまホール
■ 無料
■教室生
■ Lucente Concerto
（代表 日笠）

11/18 土
第27回ありまホール 映画サロン

「湯を沸かすほどの熱い愛」

り 販 売開始 ！
前売券は ９月１５ 日よ
円 で 承 り ます 。
電話予約も 一律800

11/18（土）

①10:30～
②13:30～

前売一般800円（友の会・受講生700円）
当日1000円（小中高生500円）

■チケットは北神区民センターで販売します。■午前と午後2回上映します。■全席自由席です。

主催 （公財）神戸市民文化振興財団 北神区民センター

■①10：30～②13：30～ ありまホール
■ 前売一般 800円
受講生・友の会会員700円
当日1,000円(小中高生500円）
■北神区民センター

2017

11/26 日
Core habits

ダンススクール 発表会

■16:30（予定） ありまホール
■ 無料
■ 教室生
■ Core Habits ダンススクール

本紙の配布時点で、掲載の
イベント等の一部が終了して
いる場合がありましたら
ご容赦ください。

（公財）神戸市民文化振興財団 北神区民センター
神戸市北区藤原台中町1丁目3-1 ☎078-987-3400 第4月曜休館（ただし祝日の場合は開館）

出演：関西学院大学応援団総部吹奏楽
前売券は北神区民センターにて好評販売中です。電話予約も一律 700円で承ります。

10/14

（土）

入場料 一般前売 700円/友の会会員・
講座受講生前売 600円/
高校生500円（中学生以下無料）
一般当日 800円

主催 （公財）神戸市民文化振興財団 北神区民センター

2017年

秋季定例講座のご案内

ありまホール

イベントＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
第五回
北 神

前売券は北神区民センターにて好評販売中です。電話予約も一律800円で承ります。

9/9 (土)13:30

入場料 一般前売 800円/友の会会員・
講座受講生前売 700円/
高校生300円（中学生以下無料）
一般当日 1,000円

主催 （公財）神戸市民文化振興財団 北神区民センター

神戸市混声合唱団

売中！
いま好評販
前売券ただ

～オペラをあなたに！第2弾‼ ～
入場料

前売1,300円 （当日券1,500円）（全席自由）

チケット販売場所

9/24

北 神区 民セ ンター

078-987-3400

神 戸文 化ホ ールプ レイ ガイ ド

078-351-3349

ロ ーソ ンチ ケット （Ｌ コー ド55841）
チ ケッ トぴ あ（Ｐ コー ド333－ 843）

0570-084-005
0570-02-9999

(日)14:00

会場 北神区民センター・ありまホール
主催 （公財）神戸市民文化振興財団・神戸市

北神区民センターからのお知らせ
■秋季講座日程、受講料等は「2017年秋季定例講座受講生募集」パンフレットをご参照ください。

あり まホ ール 『 友の 会 』会 員募集

2017年秋季定例講座募集の日程は次のとおりです。

ています。特典として北神区民センターが主催する各種イベントの入場料の割引がありますので、是非ご入会下さい。

■8月5日～9月5日募集受付（ホームページ・郵送・窓口）
■9月6日 抽選（募集人員を超過した講座）
■9月12日～15日当否にかかわらず抽選結果通知書発送
■9月22日 受講料収納期日（コンビニまたは郵便局）

■同時募集する随時講座の締め切りも9月5日です。
なお、募集人員に達しなかった講座については9月5日の
受付締切後も申込みができますので、センターにご確認
ください。また見学も随時受け付けておりますのでご遠慮な
くお申し付けください。 ☎ 078-987-3400

年 会 費・入 会金 無料 ！

ありまホール（北神区民センター）をお気軽に、そして楽しくご利用していただくために、ありまホール『友の会』の会員を募集し

お忙しい方、遠方の方に朗報！ チケットが電話で予約できます！
QRコー ド を読み 取っ て北 神区 民セ ンタ ー の
HPに ア ク セス ！

各種イベント情報、施設の詳細、利用料金、空室情報、各種講座のご案内などが

（公財）神戸市民文化振興財団は、神戸市環境マネジメントシステム（KEMS）の認証を取得し、
環境保全に努めています。みんなの知恵（節電やグリーン購入）で環境にやさしい街に！

ご覧いただけます。

