
日 曜 泗水ホール 主　　　催 開場 開演 終演 お問合せ
■日　　時■日　　時■日　　時■日　　時 　　平成30年5月31日（木）　　平成30年5月31日（木）　　平成30年5月31日（木）　　平成30年5月31日（木）■開場開演■開場開演■開場開演■開場開演 　　開場 13:30　/　開演 14:00　　開場 13:30　/　開演 14:00　　開場 13:30　/　開演 14:00　　開場 13:30　/　開演 14:00■場　　所■場　　所■場　　所■場　　所 　　菊池市泗水ホール　　菊池市泗水ホール　　菊池市泗水ホール　　菊池市泗水ホール■入 場 料■入 場 料■入 場 料■入 場 料 【【【【全全全全席席席席指指指指定定定定】】】】一一一一般般般般￥￥￥￥2222,,,,000000000000((((当当当当日日日日555500000000円円円円増増増増))))    ////　　　　高高高高校校校校生生生生以以以以下下下下￥￥￥￥1111,,,,000000000000（（（（当当当当日日日日555500000000円円円円増増増増）））） 　   ※未就学児の入場はご遠慮願います。 　   ※未就学児の入場はご遠慮願います。 　   ※未就学児の入場はご遠慮願います。 　   ※未就学児の入場はご遠慮願います。 　   ※前売で完売の場合、当日券の販売はありません。 　   ※前売で完売の場合、当日券の販売はありません。 　   ※前売で完売の場合、当日券の販売はありません。 　   ※前売で完売の場合、当日券の販売はありません。■主    催■主    催■主    催■主    催 　　菊池市市民会館 /(公財)熊本県立劇場　　菊池市市民会館 /(公財)熊本県立劇場　　菊池市市民会館 /(公財)熊本県立劇場　　菊池市市民会館 /(公財)熊本県立劇場■後    援■後    援■後    援■後    援 　　菊池市教育委員会　　菊池市教育委員会　　菊池市教育委員会　　菊池市教育委員会■お問合せ■お問合せ■お問合せ■お問合せ 　　菊池市文化会館　　　菊池市文化会館　　　菊池市文化会館　　　菊池市文化会館　☎0968-24-1101☎0968-24-1101☎0968-24-1101☎0968-24-1101建設業者経営審査の説明会資料配布・準備 熊本県建設業協会菊池支部 9:00 12:00 25-3619平成30年建設業者説明会 熊本県土木部監理課 13:30 14:00 16:00 096-333-2485

熊本地震・菊池渓谷復旧支援コンサート～スイスから届ける復興への祈り～ハローワーク　雇用保険説明会 菊池公共職業安定所 13:00 14:00 16:00 24-8609次日準備・練習 泗水中学校吹奏楽部 18:00 21:00 38-2450
ピアノ保守

第１３回 老人クラブ芸能大会第１３回 老人クラブ芸能大会第１３回 老人クラブ芸能大会第１３回 老人クラブ芸能大会

　平成29年度菊池市教育委員会指定自主事業

  平成30年3月4日（日）  平成30年3月4日（日）  平成30年3月4日（日）  平成30年3月4日（日）

　開場 9:00 / 開演 9:20　開場 9:00 / 開演 9:20　開場 9:00 / 開演 9:20　開場 9:00 / 開演 9:20　　　　■開場開演■開場開演■開場開演■開場開演

※表作成後、主催者の都合により変更する場合がありますので、詳細は主催者にお問い合わせください。

市長公室 15:00 17:00
泗水中学校吹奏楽部2220

14:30
38-2450

　　　　■日　　時■日　　時■日　　時■日　　時

38-4417
14:00 16:00

17 月 25-7200 　　　　■主　　催■主　　催■主　　催■主　　催

　入場無料　入場無料　入場無料　入場無料

　菊池市文化会館　大ホール　菊池市文化会館　大ホール　菊池市文化会館　大ホール　菊池市文化会館　大ホール　　　　■場　　所■場　　所■場　　所■場　　所　　　　■入 場 料■入 場 料■入 場 料■入 場 料

18
　菊池市市民会館 / 菊池市老人クラブ連合会　菊池市市民会館 / 菊池市老人クラブ連合会　菊池市市民会館 / 菊池市老人クラブ連合会　菊池市市民会館 / 菊池市老人クラブ連合会木

日

27 火月25 日26 水木
休　館　日

次日準備・リハーサル 合志吹奏楽団 「響」金3029

1921 水火

　　　　　　　　　ＴＥＬ ０９６８－２４－１１０１   FAX　０９６８－２４－１１０３　　　　　　　　　ＴＥＬ ０９６８－２４－１１０１   FAX　０９６８－２４－１１０３　　　　　　　　　ＴＥＬ ０９６８－２４－１１０１   FAX　０９６８－２４－１１０３　　　　　　　　　ＴＥＬ ０９６８－２４－１１０１   FAX　０９６８－２４－１１０３31 土■問い合わせ：　菊池市文化会館　　〒８６１－１３０８　菊池市亘３２番地■問い合わせ：　菊池市文化会館　　〒８６１－１３０８　菊池市亘３２番地■問い合わせ：　菊池市文化会館　　〒８６１－１３０８　菊池市亘３２番地■問い合わせ：　菊池市文化会館　　〒８６１－１３０８　菊池市亘３２番地
28

16

24
土
水

23 金土
　　　　■開場開演■開場開演■開場開演■開場開演

　　　　■お問合せ■お問合せ■お問合せ■お問合せ

16:00

11 日
金木

12 月13 火1415

火
10 土 22:00
7 木水89 金

◇◇ 菊池市泗水ホール催し物ご案内 《平成３０年３月》 ◇◇◇◇ 菊池市泗水ホール催し物ご案内 《平成３０年３月》 ◇◇◇◇ 菊池市泗水ホール催し物ご案内 《平成３０年３月》 ◇◇◇◇ 菊池市泗水ホール催し物ご案内 《平成３０年３月》 ◇◇1 木2 金
5 土月 休　館　日4 日3
6

　菊池市文化会館　大ホール　菊池市文化会館　大ホール　菊池市文化会館　大ホール　菊池市文化会館　大ホール　　　　■入 場 料■入 場 料■入 場 料■入 場 料 　入場無料　入場無料　入場無料　入場無料

　開場 12:30 / 開演 13:00　開場 12:30 / 開演 13:00　開場 12:30 / 開演 13:00　開場 12:30 / 開演 13:00

次日準備 カラオケ こすもす

　菊池市市民会館 / きくち音楽まつり実行委員会　菊池市市民会館 / きくち音楽まつり実行委員会　菊池市市民会館 / きくち音楽まつり実行委員会　菊池市市民会館 / きくち音楽まつり実行委員会　　　　■お問合せ■お問合せ■お問合せ■お問合せ

  菊池市文化会館　0968-24-1101  菊池市文化会館　0968-24-1101  菊池市文化会館　0968-24-1101  菊池市文化会館　0968-24-1101

　平成29年度菊池市教育委員会指定自主事業

  平成30年3月18日（日）  平成30年3月18日（日）  平成30年3月18日（日）  平成30年3月18日（日）

第３８回 きくち音楽まつり♪♪第３８回 きくち音楽まつり♪♪第３８回 きくち音楽まつり♪♪第３８回 きくち音楽まつり♪♪

　菊池市文化会館　0968-24-1101　菊池市文化会館　0968-24-1101　菊池市文化会館　0968-24-1101　菊池市文化会館　0968-24-1101

　　　　■日　　時■日　　時■日　　時■日　　時

　　　　■主　　催■主　　催■主　　催■主　　催

　　　　■場　　所■場　　所■場　　所■場　　所13:00

休　館　日

22:00 090-9567-9015

ハローワーク　雇用保険説明会 菊池公共職業安定所 13:00
カラオケ こすもす

休　館　日

第8回きくちみんなの在宅ネットワークセミナー 菊池郡市医師会 18:30 19:00 21:00 25-2181
カラオケ 歌謡祭

24-8609
9:00

ハローワーク　雇用保険説明会 菊池公共職業安定所 13:00 14:00 16:00

泗水中学校吹奏楽部 定期演奏会
ハローワーク　雇用保険説明会 菊池公共職業安定所 13:00 14:00 16:00

24-8609
18:009:00

24-8609
22:00 38-4417

　　　　　林家たい平 独演会　　　　　林家たい平 独演会　　　　　林家たい平 独演会　　　　　林家たい平 独演会

　　平成30年度 菊池市市民会館自主事業 熊本県立劇場（ネットワーク事業）３月催物案内


