
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

１（土） 平成31年12月分使用受付（本番使用）
平成31年３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（日） ひょうご合唱の祭典 13:30 16:30 ※無料  整理券が必要 ふれあいの祭典ひょうご合唱
の祭典篠山市実行委員会

たんば田園交響ホール
（079）552-3600

８（土） 木下楽器合同ピアノ発表会 10:00 17:00 無　料 （株）木下楽器 （株）木下楽器
（079）552-0321

12月 ９（日） 山田姉妹ソプラノデュオコンサート 14:00 16:00 ※完売しました 日本の童謡唱歌をひろめる会
篠山市・篠山市教育委員会

たんば田園交響ホール
（079）552-3600

13（木） 英語落語鑑賞会 11:00 12:20 関係者 篠山鳳鳴高等学校 篠山鳳鳴高等学校
（079) 552-0047

16（日） 第1回 アカペラミッドささやま 13:00 16:00 ※一般1,000円・当日1,500円
高校生以下無料

たんば田園交響ホール
ステージオペレータークラブ

たんば田園交響ホール
（079）552-3600

24（月・祝） 大阪フィルハーモニー交響楽団Special  X'mas  Concert 15:00 17:00 ※一般5,000円・当日5,500円
高校生以下先着50名無料

GLIONグループ
篠山市・篠山市教育委員会

たんば田園交響ホール
（079）552-3600

４（金） 平成32年１月分使用受付（本番使用）
平成31年４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

13（日） 平成30年度　篠山市消防出初式 10:00 12:00 関係者 篠山市 市民安全課
（079)552-5117

１月 13（日） 平成30年度　篠山市成人式 14:00 16:00 関係者 篠山市成人式実行
委員会

篠山市城東公民館
（079）556-3171

19（土） 新春よしもとお笑いライブinささやま2019 1回目11:30
2回目14:30

13:30
16:30

※ 一　般4,500円　
 当　日5,000円
 友の会4,200円

株式会社よしもとクリエイ
ティブ・エージェンシー
篠山市・篠山市教育委員会

たんば田園交響ホール
（079）552-3600

奄美大島出身の二人、中孝介と元ちとせによる
奇跡のコラボレーション

4,000円（税込）一　般一　般
3,500円（税込）友の会友の会

グループ割グループ割
3,500円（税込）
〈５名以上〉〈５名以上〉

電話・窓口12月８日（土）9:00AM～一　般　発　売
電話のみ12月１日（土）9:00AM～友の会先行予約

中孝介&元ちとせ中孝介&元ちとせ

Hajime
Chitose

コンサートコンサート

Atari
Kousuke

2月9日（土）2月9日（土）
2019年2019年

16:00開演（15:00開場）16:00開演（15:00開場）全席指定全席指定

※未就学児の入場はご遠慮下さい

たんば田園交響ホール休館日
※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12月3日（月）から翌年3月5日（火）まで休館中です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年11月15日現在都合により休館日が変更になる場合があります。

3日（月）
30日（日）

4日（火）
31日（月）

10日（月）11日（火）17日（月）18日（火）25日（火）29日（土）12月

1日（火）
22日（火）

2日（水）
28日（月）29日（火）

3日（木） 7日（月） 8日（火）15日（火）16日（水）21日（月）1月

催物ごあんない12 ・月 1 月
2018 2019

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54607

おかげさまで開館30周年

ローソンチケット　Lコード55736

目指せ !アカペラの頂点 !アカペラコンテスト
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

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

好評
発売中!

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

たんば田園交響ホール  スケジュール

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

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

■整理券配布場所　たんば田園交響ホール、春日文化ホール 

入場無料
全自由席
要整理券

完売しました!

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

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）



振替公演
決定!!

電話・窓口1月20日（日）9:00AM～一般発売
電話のみ1月12日（土）9:00AM～友の会先行予約

兵庫プロデューサー・パートナーシップ（HPP）関連事業兵庫プロデューサー・パートナーシップ（HPP）関連事業

兵庫オペラフェスティバル兵庫オペラフェスティバル

33
2019年2019年

月月 日（土）日（土）2323
[開場16:30][開場16:30]開演17:00開演17:00

ローソンチケット　Lコード55780

一般……………
友の会会員……
グループ割（5名以上）
高校生以下……

2,000円（税込）
1,500円（税込）
1,500円（税込）
1,000円（税込）

〈当日各500円UP〉

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   12・１
新築住宅の設計・施工
増改築、リフォーム
古民家再生介護リフォーム

〒669-2223 兵庫県篠山市味間奥5-4 
079-594-4434

まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談下さい

新築工事
一戸建ての新築工事には工程があり、それぞれの段階の注意点を踏ま
え丁寧な建築工事をすることが欠かせません。居住性、デザイン性、
耐震性、耐火性、耐久性、断熱・気密性などのバランスを考慮しながら、
良い家づくりをすることが求められます。
改築工事
床面積を変えずに間取りの変更などを行う建築工事のことです。火災
などで滅失した建物、家主の都合で除去された建物を、規模・構造と
もに以前とほぼ同じものとして建て直す際などに施工されます。増築工
事、改装工事、修繕工事と混同されることもありますが違う工事です。
耐震補強工事
国や自治体の補助金・助成金制度が増えたためか、一戸建ての耐震補
強工事の施工例が増加しています。地震の多い日本では重要度の高い
建築工事ともいえるでしょう。一戸建ての耐震補強工事にかかる平均
費用、具体的な施工例などを紹介します。

主な対応工事一例…

有限会社有限会社大西工務店大西工務店

好評
発売中

全席指定

大阪フィルハーモニー交響楽団大阪フィルハーモニー交響楽団

丹波篠山クラシックの夕べ丹波篠山クラシックの夕べ
X´mas  ConcertX´mas  Concert

SpecialSpecial

15:00開演〔14:30開場〕15:00開演〔14:30開場〕※未就学児の入場は
　ご遠慮下さい
※未就学児の入場は
　ご遠慮下さい

20182018

月 日（月・祝）12 24月月月 日（月・祝）日（月・祝）日（月・祝）121212 242424
ローソンチケット　Lコード51368

一般・友の会

高校生以下
先着50名まで無料

5,000円（税込）

!!!!

2019201920192019

中高年のアイドル 綾小路きみまろが篠山にやってくる！　中高年のアイドル 綾小路きみまろが篠山にやってくる！　

33月月 日（土）日（土）99
14:00開演〔13:00開場〕14:00開演〔13:00開場〕

ローソンチケット　Lコード55031

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

5,500円（税込）5,500円（税込）全席
指定

※18歳未満の方の入場はご遠慮下さい※18歳未満の方の入場はご遠慮下さい 11月月 日（土）日（土）1919 4,500円前売 5,000円当日 4,200円友の会

ローソンチケット　Lコードローソンチケット　Lコード56564
11:30開演 開場は30分前１ 14:302

チケット
好評発売中全席指定


