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催物ごあんない
2019

月 月10 11・
丹波篠山市立

田園交響ホール

※�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
� 令和元年9月15日現在

田園交響ホール休館日

10月 � 1日（火） � 7日（月） � 8日（火） 15日（火） 21日（月）
28日（月） 29日（火）

11月 � 5日（火） 11日（月） 12日（火） 18日（月） 19日（火）
26日（火）

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 :53415　TEL:0570-084-005

友の会先行予約 11月23日［土・祝］9:00～（電話のみ）
一般発売 11月30日［土］9:00～（電話・窓口）

半　美子コンサート
202０．２．２４［月・祝］

開演 15:00
開場 14:30

一　般：4,000円
友の会：3,500円

グループ割（5名以上）：3,500円
※税込　※未就学児入場不可

歌姫がつ
いに

丹波篠山に！

ショッ
ピングモ

ールの

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

10月

  2（水） 令和２年10月分使用受付（本番使用）
令和２年� 1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

  6（日） DRUM TAO　RHYTHM of TRIBE
時空旅行記２ 16:30 18:30

※一般：5,000円
　友の会/グループ割（5名以上）：
　4,500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

20（日） 凛音楽祭2019 13:30 15:15
前売：2,000円
当日：2,500円
小学生以下無料

（株）凛コーポレーション （株）凛コーポレーション
（072）755-7489

24（木） 丹波篠山市戦没者追悼式 10:00 11:30 無料 丹波篠山市 丹波篠山市長寿福祉課
（079）552-5346

27（日）
第53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
丹波篠山大会

13:30 16:30 無料 （株）木下楽器 （株）木下楽器
（079）552-0321

31（木） 第68回兵庫県社会福祉大会 13:00 16:00 関係者
兵庫県・兵庫県社会福祉
協議会・丹波篠山市・丹
波篠山市社会福祉協議会

丹波篠山市長寿福祉課
（079）552-5346

11月

  1（金） 令和２年11月分使用受付（本番使用）
令和２年� 2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（金） 丹波篠山市小学校・特別支援学校音楽会 10:00 14:30 児童のみ 丹波篠山市小学校・

特別支援学校
西紀小学校（畑中）
（079）593-0024

  2（土） 第19回兵庫県高等学校ダンンス新人大会 13:30
予定

17:00
予定 無料 兵庫県高等学校体育連盟 小野高等学校（茨木）

（0794）63-2007
4（月・祝） 篠山中学校吹奏楽部第35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

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

篠山東中学校（音楽）
079-556-3781
今田中学校（弁論）
079-597-3160�

10（日） メロマン室内管弦楽団第42回演奏会 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（前川）
（079）594-4128

16（土） 第53回木下楽器ピアノ発表会 未定 未定 無料 （株）木下楽器 （株）木下楽器
（079）552-0321

17（日） 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

篠山産業高等学校（青野）
（079）552-1194

23（土・祝） 第21回丹波篠山市民文化祭（合同芸能発表会） 10:00 17:00 無料 丹波篠山市民文化祭
実行委員会

丹波篠山市中央公民館
（079）594-1180

24（日） ふるさとの心をうたう丹波音楽祭
第47回　丹波合唱祭 12:00 16:30 無料

丹波地域ふるさと芸術文化
振興事業実行委員会・
丹波文化団体協議会・

（公財）兵庫丹波の森協会　
丹波の森公苑

丹波の森公苑
（0795）72-5170

25（月） 虹のかけら　~もう一人のジュディ 18:30 20:00
※一般:4,500円
　友の会/グループ割（5名以上）：
　4,000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

30（土） 篠山産業高校吹奏楽部第46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

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

10月
26（土） 第39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
27（日） 令和元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
丹波篠山市今田支所
（079）597-3111

11月
  1（金） 丹波篠山市高齢者大学さぎそう学園 10:00 11:30 関係者 丹波篠山市 丹波篠山市今田支所

（079）597-3111
10（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



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 10・11

お
客
様
に
感
謝
刷
る

す

藤本印刷株式会社
〒669-2437  丹波篠山市糯ヶ坪8-1  TEL 079-552-0320 / FAX 079-552-5134

Mail  info@fujimoto-print.co.jp

ローソンチケット　Lコード :54319　TEL:0570-084-005

ローソンチケット　Lコード :53110　TEL:0570-084-005ローソンチケット　Lコード :57445　TEL:0570-084-005

開演18：30 ［開場18：00］
1125 月

Mon

全席指定好評発売中 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

一般 1,500円 （当日券：2,000円）
高校生以下無料 （要こども入場券）　※3歳未満の入場不可

田園交響ホール市民共同企画事業

京都市少年合唱団
Kyoto City Junior Children’s Choir

FOREST FAIRY CONCERT

森の妖精コンサート
～こどものためコーラス～

12月22日（日）
開演14:00　開場13:30

あの世界的マエストロ佐渡裕やオペラ歌手を

輩出したスーパーコーラスが、丹波篠山に降臨

全席自由

一般発売　10月19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）

好評発売中

一般

友の会/グループ割（５名以上）

5,000円
4,500円

DRUMTAO
10月6日（日）16:30開演（16:00開場）

※未就学児　入場不可

全席
指定


