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催物ごあんない
2017 2017

月 月２ ３・
たんば田園交響ホール　スケジュール

月日（曜） 催　物　名　等 開演 終演 入場料ほか（円） 主　　催 お問い合わせ

2月

  1（水） 平成30年2月分使用受付（本番使用）
平成29年5月分使用受付（練習使用） 9：00 使用者希望 たんば田園交響ホール

（079）552-3600

  5（日） 第28回丹波篠山ビデオ大賞決勝大会 13：00 16：00 無料 丹波篠山ビデオ大賞
実行委員会

視聴覚ライブラリ
（079）590-1301

19（日） 来たれ!!丹波篠山カラオケ名人 10：00 17：00 無料 篠山市・篠山市教育委員会
丹波篠山カラオケ名人実行委員会

たんば田園交響ホール
（079）552-3600

26（日） 第41回篠山少年少女合唱団リサイタル 14：00 16：00 無料 篠山少年少女合唱団 篠山少年少女合唱団
（田村）（079）594-2661

3月

  1（水） 平成30年3月分使用受付（本番使用）
平成29年6月分使用受付（練習受付） 9：00 使用者希望 たんば田園交響ホール

（079）552-3600

11（土） 丹波篠山フレッシュコンサート 14：00 16：00 800円 篠山音楽協会 篠山音楽協会
（波部）（079）552-1353

19（日） 第15回ピアノ専科音楽祭 13：00 19：00 無料 ピアノ専科 ピアノ専科
（中村）（079）552-7051

20（月・祝） 第23回篠山市吹奏楽連盟定期演奏会 13：00 15：00 無料 篠山市吹奏楽連盟 篠山産業高等学校
（青野）（079）552-1194

26（日） スプリングコンサート 13：00 16：30 無料 小畠伸子 小畠伸子（079）556-2318

さぎそうホール　スケジュール
月日（曜） 催　物　名　等 開演 終演 入場料ほか（円） 主　　催 お問い合わせ

３月
  6（月） 今田中学校３年生を送る会 13:00 15:00 関係者 今田中学校 今田中学校

（079）597-3160

10（金） 今田中学校卒業式 10:00 12:00 関係者 今田中学校 今田中学校
（079）597-3160

※�印の入場券はホールで取り扱っています。主催者の都合で一部変更する場合があ
りますのでご了承ください。休館日/毎週月曜日・火曜日・祝日の翌日
※さぎそうホールは3月3日（金）まで休館です。
� 平成29年1月15日現在

たんば田園交響ホール休館日
２月 6（月） 7（火） 13（月） 14（火） 20（月） 21（火） 27（月） 28（火）
３月 6（月） 7（火） 13（月） 14（火） 21（火） 27（月） 28（火）

ローソンチケット　Ｌコード：54626

　下記の提携店で入場券（ホール主催公演）を提示するとおトクな
サービスが受けられます。
（公演当日に限ります。他の割引との併用はできません。）

⃝大正ロマン館 ろまんてい（レストラン）
　篠山市北新町 97････････（079）552-6668
⃝大手食堂（大衆食堂）
　篠山市二階町 55-1･･････（079）552-0660
⃝ Dente di Leone（イタリアンレストラン）
　篠山市北新町 104-2･････（079）506-4846
⃝ひいらぎや（手打ち皿そば）
　篠山市二階町 56････････（079）552-5965
⃝特産館ささやま（郷土料理・お土産）
　篠山市黒岡 70-1････････（079）552-3386
⃝篠山観光ホテル 如月庵（レストラン）
　篠山市北新町 123･･･････（079）552-5200
⃝玉川楼（料理旅館）
　篠山市呉服町 31････････（079）554-2266
⃝王地山公園ささやま荘（観光ホテル）
　篠山市河原町 474-1･････（079）552-1127
⃝大手新丁（季楽料理）
　篠山市二階町 71････････（079）554-2777
⃝里山工房くもべ（カフェ&アトリエ）
　篠山市西本庄 2-1････････（079）556-2570

サービス内容

については、

各店舗にお問

い合わせいた

だくか、ホー

ル HP をご覧

ください。

たんば田園交響ホール
チケット購入者への特典 !! “ええとこど

り”するコンサート
モーツァルトのオペラを

オペラって長いし、
外国語で意味が分からなくてなんだか難しそう…。

でもご安心ください！
こちらはピアノとオペラ歌手による「フィガロの結婚」の

見どころ聴きどころを、分かりやすく集めた名場面集です。
日本語字幕と楽しいお話で進行されるので、物語もバッチリ！

そしてアノ人も登場！？ 
まさにここでしか観られない「フィガロの結婚」は必見です！

歌あり、笑いあり、涙あり、
究極のエンターテインメントにようこそ！！

【イタリア語上演/日本語字幕付き・上演時間約1１0分/休憩あり】
リピーター続出！５００円でオペラ体験

モーツァルト作曲
オペラ

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2017関連企画

これまでの
ハイライトコンサート
「コジ・ファン・トゥッテ」より

オペ
ラッテタノシイ！
傑作喜劇だよ。

篠山市立
［14:30開場］4月30日（日）15:00開演

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。　※やむを得ない事情により、出演者等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※芸術文化センターでは県内公演のチケットお取扱いはございません。お申込みは各主催へお問合せください。

主催：篠山市・篠山市教育委員会　企画・制作：兵庫県立芸術文化センター　協賛：西宮北口ハウジングギャラリー

本公演と同時発売！！ 本公演と一緒に購入すると、オペラの
世界がよく分かり楽しさ2倍に！！

2017年

一　般 500円（税込）
高校生以下 300円（税込）

たんば田園交響ホール ＴＥＬ.079-552-3600
〒669-2332 篠山市北新町41

チケット
予約 一般販売

友の会先行予約
2/25（土）9：00～ （電話・窓口）
2/19（日）9：00～ （電話のみ）

全席指定



ご案内図

Tanba Den-en Symphony Hall
〒669-2332･兵庫県篠山市北新町41　TEL（079）552-3600　FAX（079）552-3646

T a n b a  D e n - e n  S y m p h o n y  H a l l  E n t e r t a i n m e n t  g u i d e 2・3

いつも地域密着！
安心と信頼であなたのくらしを
スピーディーにサポート！

イマイ無線電器
篠山市郡家１３０-１７ Call 079-552-3188

http://imaimusen.com/

ローソンチケット　Ｌコード：54629

１．ホール主催公演の入場券を一般発売よりも早く
　電話予約できます。
　※１会員につき２席の先行予約が出来ます。
２．催物により友の会割引があります。
３．催物案内を２ヶ月ごとに郵送配布しますので、
　ホールの催しや、公演情報を早めに知ることがで
　きます。

２０１７年度　ホール主催公演予定表

友の会 会員募集

催　　　　　物　　　　　名

桂 文珍　ふるさと独演会　９回目

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ 2017 関連企画
オペラ「フィガロの結婚」 ハイライトコンサート ええとこどり！

プロの狂言師による本格的な狂言会

※開催日時および入場料金は、催物案内･ホームページ･市広報でお知らせします。

市
民
共
同

企
画
事
業

大黒摩季 Maki Ohguro 2017 Live-STEP!! ～ Greatest Hits＋ ～

篠山秋の狂言会

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ 2017
オペラ「フィガロの結婚」全４幕　イタリア語上演（字幕あり）

友の会割引あり

友の会割引あり

第９回東京国際声楽コンクール西日本准本選 入場無料

ポップスコンサート（交渉中…ご期待ください！）

コロッケコンサート 2017（２回公演）

「ピノキオ」
ささやま市民ミュージカル第 8弾

友
の
会 

特
典

◆会員の期間　2017年度ホール主催公演分
◆年　会　費　1,000円
◆入 会 方 法
　入会申込書に必要事項を記入の上、最寄の郵便局から振り込
むか、直接ホ－ル事務局に会費を添えて申し込んでください。
　また、電子メールでも申し込めますので、ホールのホームペー
ジをご覧ください。

2月1日(水)から受付開始！！
先行予約・割引など

会員限定の特典がいっぱい！

７月２９日（土）
一　般 ８，０００円　　高校生以下 ３，０００円
友の会 ７，５００円　　高校生以下（友の会割引） ２，５００円

開場１３：３０
開演１４：００

ハイライトコンサートと同時発売！！
ハイライトコンサートと一緒に購入すると、オペラの世界がよく分かり楽しさ2倍に！！

チケット予約

一般販売
友の会先行予約

2/25（土）9：00～ （電話・窓口）
2/19（日）9：00～ （電話のみ）

全席指定


