金城学院大学

金城学院高等学校

金城学院中学校

クリスマスツリー点灯式

キャロリング

クリスマスハンドベル演奏

■日時／ 11 月 28 日
（月）
16:45〜17:15
■場所／大学リリー・イースト前広場
＜内容＞ キャンパスのクリスマス行事
はツリー点灯式から始まりま
す。
ツリーに光を灯し降誕節
の始まりを告げます。

■出演／高校グリークラブ
（中学校グリークラブも出演します）
■日時・場所／
◎12 月 10 日
（土）
12:00、15:00、17:00
中日ビル・1F エスカレーター
◎12 月 17 日
（土）
14:30
金城学院幼稚園 クリスマス夕拝参加
◎12 月 20 日
（火）
16:00
名古屋逓信病院・1F ロビー
◎12 月 21 日
（水）
18:30
松本道子バレエ団チャリティー公演
「くるみ割り人形」
賛助出演
プルニエホール
◎12 月 22 日
（木）
17:15
公立陶生病院・外来棟待合ホール
◎12 月 23 日
（金）
14:00、
16:00
ラシック パサージュ
◎12 月 24 日
（土）
15:00
SMBC パーク栄
◎12 月 24 日
（土）
・25 日
（日）
17:00
ミッドランドスクエア
クリスマスコンサート

クリスマスのハンドベル演奏を
各所で行います。
■出演／中学校ハンドベルクワイア
■日時・場所／
◎12 月 10 日
（土）
10:00
名古屋刑務所
※一般の方は入場できません。
◎12 月 11 日
（日）
15:00
NTT 西日本東海病院
クリスマス会
◎12 月 17 日
（土）
17:30
ウィルあいちホール
高校定期演奏会賛助出演
◎12 月 18 日
（日）
14:00
日本福音キリスト教会連合
栄聖書教会クリスマスコンサート
◎12 月 23 日
（金）
14:00
日本基督教団
刈谷教会クリスマスコンサート
◎12 月 24 日
（土）
・25 日
（日）
15:00
ミッドランドスクエア
クリスマスコンサート

大学クリスマス礼拝
■出演／ハンドベルクワイア、
クワイア、
アンサンブル・フリーデン、
クリスマス特別合唱団及び
演奏有志
■日時／ 12 月 15 日
（木）
17:00〜18:00
■場所／大学ランドルフ記念講堂
■入場無料
（会場に献金箱を設置させ
ていただきます）
※どなたでもご参加いただけます。

第22回クリスマス・
ハンドベルコンサート
■出演／大学ハンドベルクワイア
■日時／ 12 月 10 日
（土）
16:45 開場 17:30 開演
■場所／愛知県芸術劇場コンサートホール
■曲目／クリスマス・フェスティバル、
花のワルツほか
■入場料／ 1,500 円
チケットぴあ http://pia.jp/t
TEL.0570-02-9999
（P コード 141-341）
■お問い合わせ／
平日 9:30〜17:00
（TEL.080-3650-8443）
※誠に勝手ながら、
未就学児のご入
場はお断りさせていただきます。

クリスマスハンドベル演奏
クリスマスのハンドベル演奏を
各所で行います。
■出演／高校ハンドベルクワイア
■日時・場所／
◎12 月 18 日
（日）
10:30
日本基督教団尾張一宮教会
クリスマス礼拝・コンサート
◎12 月 18 日
（日）
11:00
日本基督教団南山教会
クリスマス礼拝・コンサート
◎12 月 22 日
（木）
15:00
名古屋記念病院ロビーコンサート
◎12 月 23 日
（金）
14:00
日本基督教団名古屋西教会
クリスマス祝会
◎12 月 23 日
（金）
16:00
日本キリスト改革派津島教会
キャンドルサービス・コンサート
◎12 月 23 日
（金）
18:30
タワーズガーデンクリスマス
◎12 月 25 日
（日）
10:30
日本基督教団名古屋新生教会
クリスマス礼拝・コンサート
◎12 月 25 日
（日）
14:00、
16:00
（予定）
ラシッククリスマスステージ

金城学院幼稚園

クリスマス夕拝
■日時／ 12 月 17 日
（土）
14:30
■場所／大学ランドルフ記念講堂
■プログラム／
●礼拝
●中高グリークラブミニコンサート
●年長児キャロリング
※17:00 より名鉄瀬戸線大森・金城
学院前駅にて

ハンドベルクワイア
定期演奏会
■出演／高校ハンドベルクワイア
（大学及び中学ハンドベル
クワイアも賛助出演します）
■日時／ 12 月 17 日
（土）
17:00 開場 17:30 開演
■場所／ウィルあいちホール
■曲目／クリスマス讃美歌メドレーほか
■入場無料
（会場に献金箱を設置させ
ていただきます）
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クリスマスハンドベル
■日時／ 12 月 25 日
（日）
14:00
（予定）
■場所／ラシック

