
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

10
月

27（土） 第38回今田中学校文化祭 8:45 16:00 無 料 今田中学校 今田中学校（079）597-3160

28（日） 平成30年度今田地区敬老会・文化祭 10:00 16:00 無 料 今田地区敬老会実行委員会
今田地区文化祭実行委員会

篠山市今田支所
（079）597-3111

11
月

７（水） 篠山市高齢者大学さぎそう学園 10:00 11:30 関係者 篠山市 篠山市今田支所
（079）597-3111

18（日） 今田中学校吹奏楽部定期演奏会 13:30 15:30 無料 今田中学校 今田中学校
（079）597-3160

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

10
月

３（水） 平成31年10月分使用受付（本番使用）
平成31年１月分使用受付（練習使用） 9:00 利用希望者 たんば田園交響ホール

（079）552-3600

14（日） 第52回木下楽器ピアノ発表会 13:30 16:30 無料 （株）木下楽器 （株）木下楽器
（079）552-0321

17（水） 幼児のうたまつり 10:00 12:00 関係者 篠山市教育委員会 篠山市教育委員会こども未来課
（079）552-1115

25（木） 篠山市戦没者追悼式 10:00 11:30 無料 篠山市 篠山市福祉総務課
（079）552-7101

28（日） コーラス・レヴール
第３回コンサート　20周年記念 14:00 16:00 一般：800円 コーラス・レヴール コーラス・レヴール（稲継）

（079）572-4055

11
月

１（木） 平成31年11月分使用受付（本番使用）
平成31年２月分使用受付（練習使用） 9:00 利用希望者 たんば田園交響ホール

（079）552-3600

２（金） 篠山市小学校・特別支援学校音楽会 10:00 14:00 児童のみ 篠山市小学校・特別
支援学校

城南小学校（畑中）
（079）594-0728

３（土） 第18回兵庫県高校ダンス新人大会 13:50
(予定) 17:00 無料 兵庫県高等学校体育連盟

ダンス部
小野高等学校（茨木）
（0794)63-2007

４（日）
第52回ヤマハ音楽教室発表会
エレクトーンフェスティバル・
アンサンブル篠山地区大会

14:30 18:30 無料 （株）木下楽器 （株）木下楽器
（079)552-0321

８（木） 篠山市中学校・特別支援学校音楽弁論大会 9:30 15:40 無料 篠山市中学校教育会
音楽弁論部会

丹南中学校（音楽）079-594-1164
今田中学校（弁論）079-597-3160 

15（木） 第61回兵庫県学校ダンス研究発表会 13:00 16:30 無料 兵庫県女子体育連盟
篠山市教育委員会

三田松聖高等学校(山内）
（079）568-1001

16（金） ひょうごの農地有効活用シンポジウム 13:30 16:30 無料 （公社）兵庫みどり公社 （公社）兵庫みどり公社
（078）361-8114

17（土） 篠山中学校吹奏楽部第34回定期演奏会 13:30 15:30 無料 篠山中学校吹奏楽部 篠山中学校
（079）552-1155

18（日） 兵庫県高等学校総合文化祭丹有地区大会
丹有地区高等学校連合音楽会 10:00 16:00 無料 丹有地区高等学校

音楽協会
北摂三田高等学校（尾花）
（079）563-6771

23（金・祝） 第20回篠山市民文化祭（合同芸能発表会） 10:00 17:00 無料 篠山市・篠山市文化
協会

篠山市城東公民館
（079）556-3171

24（土） 篠山産業高校吹奏楽部第45回定期演奏会 13:30 15:30 無料 篠山産業高等学校 篠山産業高等学校（青野）
（079）552-1194

25（日） メロマン室内管弦楽団第41回演奏会
だれでも楽しめるコンサート 14:00 16:00 前売：800円  当日：1,000円

高校生以下無料（要整理券) メロマン室内管弦楽団
メロマン室内管弦楽団
（萩森）（079）552-2843

友の会先行予約12/15（土）9:00～（電話のみ）
12/22（土）9:00～（電話・窓口）一般発売

3/9土

友の会12/15（土）より発売!!友の会12/15（土）より発売!!

開催決定! 全席指定

一般5,500円（税込）

目指せ !アカペラの頂点 !アカペラコンテスト

優勝賞金
10万円

たんば田園交響ホール・ステージオペレータークラブ30周年記念事業

電話・窓口10月20日（土）9:00AM～一般発売

アカペラミッドささやまアカペラミッドささやま第１回第１回

出場者募集!出場者募集!
10月19日（金）
締切必着

前売／一般1,000円（税込） 当日／一般1,500円（税込）
高校生以下無料　全席自由 

前売／一般1,000円（税込） 当日／一般1,500円（税込）
高校生以下無料　全席自由 

2018.12.16（SUN）2018.12.16（SUN）
OPEN 12:30  START 13:00OPEN 12:30  START 13:00

都合により休館日が変更になる場合があります。
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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年8月15日現在

たんば田園交響ホール  スケジュール

さぎそうホール  スケジュール

たんば田園交響ホール休館日

10月
1日（月） 2日（火） 7日（日） 8日（月） 9日（火）15日（月）16日（火）
22日（月）23日（火）29日（月）30日（火）

11月
5日（月） 6日（火）12日（月）13日（火）19日（月）20日（火）26日（月）
27日（火）28日（水）

催物ごあんない10 ・月11 月
2018

ホームページ 交響ホール 検索

TEL 079-552-3600 denen_div@city.sasayama.hyogo.jp

ローソンチケット　Lコード55736

おかげさまで開館30周年



ご案内図

Tanba Den-en Symphony Hall

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   10・11

総合印刷 株式会社プリテック
WEB・空撮（ドローン）・AR・電子ブック

〒669-2333 篠山市南新町329-1　info@pritec.net
TEL 079-552-0261  FAX 079-552-2484

印刷
のことならなんでも
おまかせください

ドローンサイト
はこちらから

たんば田園交響ホール市民共同企画事業・童謡誕生100年記念事業

山田 麗 山田 華

12月9日（日）12月9日（日）
14:00開演（13:30開場）14:00開演（13:30開場）

一　般 ･･･
友の会 ･･･

2,000円（税込）

高校生以下･･･ 500円（税込）
1,700円（税込）

全席
自由
全席
自由

好評
発売中

平成31年度平成31年度

夢のイベントを開催できるチャンスです！夢のイベントを開催できるチャンスです！

※ 詳しくはホール事務局まで

などなど、そんな夢を描いている方をお手伝いするため、たんば田園交響ホール
では、市民企画事業を公募します。あなたのアイデア、どしどしご応募ください！
などなど、そんな夢を描いている方をお手伝いするため、たんば田園交響ホール
では、市民企画事業を公募します。あなたのアイデア、どしどしご応募ください！

当ホールで実現可能な
ものなら、音楽・演劇・
舞踊・伝統芸能など
ジャンルは問いません！

篠山で多くの
人にぜひ見て
もらいたい！

篠山で多くの
人にぜひ見て
もらいたい！

仲間と一緒に
夢のある活動を
したい

仲間と一緒に
夢のある活動を
したい

やりたい公演が
あるけど何から
始めたらいい？

やりたい公演が
あるけど何から
始めたらいい？

思い描いてた
企画がある
思い描いてた
企画がある

篠山ゆかりの
新進アーティスト
を応援したい

篠山ゆかりの
新進アーティスト
を応援したい

応募締切 月10 日28 （日）

市民共同
企画事業
市民共同
企画事業 大募集 !大募集!

兵庫県政150周年記念事業
平成30年度 ～ふれあいの祭典～ 県民文化普及事業
兵庫県政150周年記念事業
平成30年度 ～ふれあいの祭典～ 県民文化普及事業

ひょうご合唱の祭典
兵庫県内で活躍している合唱グループが一堂に会し、素敵な歌声をホールに
響かせます。
今回は県政150周年を記念し、特別ゲストとして「ザ・タロー・シンガーズ」
をお招きし、交流を図ります。入場は無料です。ぜひお越しください！

兵庫県内で活躍している合唱グループが一堂に会し、素敵な歌声をホールに
響かせます。
今回は県政150周年を記念し、特別ゲストとして「ザ・タロー・シンガーズ」
をお招きし、交流を図ります。入場は無料です。ぜひお越しください！

13:30開演13:30開演（13:00開場）（13:00開場）
12月2日（日）12月2日（日）
2018年2018年

主催：ふれあいの祭典ひょうご合唱の祭典篠山市実行委員会・兵庫県・兵庫県合唱連盟
　　  兵庫県児童合唱連盟・（公財）兵庫県芸術文化協会、篠山市、篠山市教育委員会

ふれあいの祭典

入場無料全自由席
要整理券

■整理券配布場所  たんば田園交響ホール、春日文化ホール 

○応募方法
　申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ホール事務所へ提出して
ください。

○応募締切10月31日（水）必着
○応募人数 20名程度（18才以上・高校生は除く）
○講座内容
　舞台・照明・音響について専門用語・技術等の基礎知識を習得
し、講座修了後はスタッフとして活躍していただきます。

○講座期間 11月11日（日）～2月9日（土）
※その他、詳しくはホームページまたはホール事務局までお問い
合わせください。

○応募方法
　申込用紙に必要事項をご記入のうえ、ホール事務所へ提出して
ください。

○応募締切10月31日（水）必着
○応募人数 20名程度（18才以上・高校生は除く）
○講座内容
　舞台・照明・音響について専門用語・技術等の基礎知識を習得
し、講座修了後はスタッフとして活躍していただきます。

○講座期間 11月11日（日）～2月9日（土）
※その他、詳しくはホームページまたはホール事務局までお問い
合わせください。

16期生 受講生募集16期生 受講生募集
ステージオペレーター養成講座ステージオペレーター養成講座
たんば田園交響ホール 次の世代へたんば田園交響ホール 次の世代へ

あなたもオペレーターとして活躍してみませんか！


