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

催物ごあんない
2019

月 月8 9・
丹波篠山市立

田園交響ホール
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

8月

  1（木） 令和２年  8月分使用受付（本番使用）
令和元年11月分使用受付（練習使用）   9：00 利　用　希　望　者 田園交響ホール

（079）552-3600

  4（日） 笹の音ジュニアコンサート 10：00
13：30

12：00
15：30 無料 グループ　笹の音 グループ笹の音（北村）

（079）552-3326

23（金） 第67回　日本PTA全国研究大会　兵庫大会
第８分科会 13：00 17：00 関係者

日本PTA全国研究大会
兵庫大会

第8分科会実行委員会

丹波篠山市教育委員会
社会教育課

（079）552-5769

25（日） 篠山音楽祭 12：30 16：00 無料 篠山音楽協会 篠山音楽協会（松尾）
090-3672-1563

9月

  1（日） 令和２年  9月分使用受付（本番使用）
令和元年12月分使用受付（練習受付）   9：00 利　用　希　望　者 田園交響ホール

（079）552-3600

  1（日） シューベルティアーデたんば
オープニングコンサート 13：00 16：00 ※2,500円（当日3,000円）

丹波の森国際音楽祭
シューベルティアーデたんば

実行委員会
丹波の森公苑　文化振興部
（0795）72-5170

  4（水） ベンチャーズ
結成60周年ジャパン・ツアー2019 18：30 20：30

※一般　6,000円
　友の会/グループ割（5名以上）
　5,500円

丹波篠山市・
丹波篠山市教育委員会

田園交響ホール
（079）552-3600

  6（金） 第11回　東京国際声楽コンクール西日本准本選 未定 未定
無料 東京国際芸術協会 東京国際芸術協会

（03）6806-7108  7（土） 第11回　東京国際声楽コンクール西日本准本選 未定 未定
  8（日） 第11回　東京国際声楽コンクール西日本准本選 未定 未定

15（日） アンサンブルフェスティバル
兵庫2019 in 丹波篠山 13：30 16：30 無料（要整理券）

アンサンブル・
フェスティバル兵庫2019
in丹波篠山実行委員会

田園交響ホール
（079）552-3600

28（土） 丘みどりコンサート2019 14：00 16：00
※一般　4,000円
　友の会/グループ割（5名以上）
　3,500円

丹波篠山市・
丹波篠山市教育委員会

田園交響ホール
（079）552-3600

※ 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10月3日（木）まで休館中です。
  令和元年7月15日現在

田園交響ホール休館日

8月   5日（月）   6日（火） 10日（土） 11日（日） 12日（月）
13日（火） 19日（月） 20日（火） 26日（月） 27日（火）

9月   2日（月）   3日（火）   9日（月） 10日（火） 17日（火）
24日（火） 30日（月）

都合により休館日が変更になる場合があります。

ローソンチケット　Lコード :53110　TEL:0570-084-005

10.6 [    ]日 開演16：30
［開場 16：00］

全席指定
一般  5,000 円 / 友の会  4,500 円
グループ割［５名以上］  4,500 円
※税込　※未就学児は入場不可

友の会先行予約 7月27日（土） 9：00～ （電話のみ）

一般発売 8月3日（土）  9：00～ （電話・窓口）

丹波篠山で
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

思い描いていた
企画がある

丹波篠山ゆかりの
アーティストを
応援したい

やりたい公演が
あるけど何から
始めたらいいの

令和2年度

市民共同企画事業大募集
夢のイベントを開催できるチャンスです。

などなど、すてきな夢を描いている方を
お手伝いするため、田園交響ホールでは
市民共同企画事業を公募します。

応募締め切り

10月27日（日）

第11回

東京国際
声楽コンクール
西日本准本選

入場無料　どなたでもご覧いただけます
主催：一般社団法人　東京国際芸術協会　共催：丹波篠山市

9月6日（金） 声楽愛好者B男声/声楽愛好者B女声
 声楽愛好者オメガ/歌曲/新進声楽家
9月7日（土） ミュージカル
9月8日（日） 声楽愛好者Y/声楽愛好者A
 アンサンブル/グランプリ
時間は右記までお問合せ下さい。 TEL：03-6806-7108

第１部
第２部



ご案内図

丹波篠山市役所

丹波篠山市消防本部

丹波篠山市立

田園交響ホール

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

5月1日篠山市は「丹波篠山市」になりました。
名称も「篠山市立たんば田園交響ホール」から「丹波篠山市立田園交響ホール」に改めました。

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 8・9

見ているだけじゃものた
りない!!

次は「活躍する」側へ！

受講生大募集！

⃝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　９月 26日（木）～ 12月 21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。

ステージオペレーター 養成講座

丹波篠山市立田園交響ホール
第17期

申込締切

9/14（土）必着

受講料
無料

ローソンチケット　Lコード :52979　TEL:0570-084-005

18:30開演〔18:00開場〕全席
指定好評発売中

入場無料 （要整理券）

全席自由

日時／9月15日（日）
13:30開演（13:00開場）

アンサンブル・フェスティバル兵庫2019in丹波篠山実行委員会、
丹波篠山市、丹波篠山市教育委員会、兵庫県、
兵庫県音楽活動推進会議、（公財）兵庫県芸術文化協会

アンサンブル・フェスティバル
兵庫2019in丹波篠山

ふれあいの祭典
第15回

主催

丹波篠山市誕生記念事業

ローソンチケット　Lコード :53106　TEL:0570-084-005ローソンチケット　Lコード :57445　TEL:0570-084-005（発売初日は 10時〜）

9月28日（土）
全席
指定

一 般

友の会 / グループ割（5名以上）

4,000円
3,500円

丘みどり
コンサート2019

丹波篠山市誕生記念事業

第１部  津軽三味線演奏

～ 山下 靖喬 ～
ヤマシタ ヤスタカ

NHK紅白歌合戦 連続出場

演歌界の超新星が

丹波篠山を歌で彩る！

14:00開演 （13:30開場）※未就学児入場不可

好評発売中

一般発売 9月21日（土） 9：00～ ［電話・窓口］
友の会先行予約 9月14日（土） 9：00～ ［電話のみ］

開演18：30 ［開場18：00］
1125 月

Mon

全席指定

一般  4,500円 / 友の会  4,000円 / グループ割［５名以上］  4,000円
※税込 ※未就学児は入場不可


