
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

4月
1日（水）令和3年4月分使用受付（本番使用）令和2年7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

18日（土）ラ・ボエーム　ハイライトコンサート 15:00 17:00 ※一般500円高校生以下300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

5月

1日（金）令和3年5月分使用受付（本番使用）令和2年8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

16日（土）古澤巌 ヴァイオリンの夜 15:00 17:00
※一般3,800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

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

4月 ９日（木）丹波篠山市立今田中学校入学式 10:00 12:00 関係者 今田中学校 今田中学校
（079）597-3160

4月
６日（月） ７日（火） 13日（月） 14日（火） 20日（月） 21日（火）
27日（月） 28日（火） 30日（木）

5月
2日（土） ３日（日） ４日（月） ５日（火） ６日（水） 11日（月）
12日（火） 18日（月） 19日（火） 25日（月） 26日（火）

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

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　　　令和２年３月１５日現在
※新型コロナウイルス感染の影響により公演が延期または中止される場合が
ありますのでご了承ください。

都合により休館日が変更になる場合があります。

ホームページ 交響ホール 検索

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

催物ごあんない4 月
2020

5 月・

田園交響ホール
丹波篠山市立

ローソンチケット　Lコード 53724

好評
発売中

主催：丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会

※未就学児は入場不可
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全席
指定

古澤巌コンサート

珠玉の名曲で綴る、妙なる調べ

ヴァイオリンの夜
ゴドフスキーのワルツ
モーツァルトのソナタ
ひばり
チャルダッシュ

演奏曲目

ほか

5 16
一　般 友の会／グループ割（5名以上）
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ローソンチケット　Lコード 53694

※未就学児は入場不可主催：丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会

15:00開演
〔14:30開場〕42020年 月 日（土）18

500円(税込)一　般

300円(税込)高校生以下

全席
指定

インターネット・チケット・サービスのご案内
丹波篠山市立田園交響ホール「インターネット・チケット・サービス」
のページではホールの公演情報ご案内のほか、インターネットでのチケッ
ト購入サービスがご利用いただけます。 インターネットでのチケット購
入には利用登録（登録無料）が必要です。 詳しくは交響ホールホームペー
ジのリンクから「インターネット・チケット・サービス」の「ご利用ガイド」
ページをご覧ください。 
https://p－ticket.jp/denen/



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   4・5 石川さゆりコンサート
延期のお知らせ

3月8日（日）公演を予定していました「石川さゆりコンサート」は
8月22日（土）に延期することになりました。
購入されたチケットは8月22日（土）振替公演でご使用いただけ
ます。

ローソンチケット　Lコード 53382

88 2222
1回目：13:00開演
2回目：17:00開演
1回目：13:00開演
2回目：17:00開演

５月23日（土）9:00AM～ 電話・窓口一　 般　 発　 売
５月16日（土）9:00AM～ 電話のみ友の会先行予約再発売日

※未就学児は入場不可

この公演は、丹波篠山ふるさと基金を活用しています。この公演は、丹波篠山ふるさと基金を活用しています。

ローソンチケット　Lコード 53194

4/18
4/25

丹波篠山市内の小･中学生･高校生は入場無料!
4月18日（土）9時から下記にてお電話で受け付けます。
■ 申込先　田園交響ホール TEL：079-552-3600
■ お席の指定は、申し込み順にホールで行います。
■ 同伴の方の有料申し込みも同時に受け付けます。

先  着
200名

77月月44日（土）日（土）
14:00開演〔13:30開場〕14:00開演〔13:30開場〕全席指定

3,500 1,500

※未就学児は入場不可

2020年度  ホール主催公演予定表2020年度  ホール主催公演予定表

※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。※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。

◆会員の期間
◆年　会　費
◆入 会 方 法

2020年度ホール主催公演分
1,000円

　入会申込書に必要事項を記入の上、最寄りの郵便局から
振り込むか、直接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。また、インターネットから
も申し込めます。

友の会限定サービスで
得しちゃおう!

友の会限定サービスで
得しちゃおう!

友の会 会員募集友の会 会員募集

催　　　　　物　　　　　名

入場無料

入場無料

友の会割引あり

佐渡裕プロデュースオペラ2020 関連企画
オペラ「ラ・ボエーム」ハイライトコンサート ええとこどり

古澤巌コンサート

桂文珍　ふるさと独演会　12回目

丹波篠山ミュージックキャンプ2020
第10回 桂む雀
フレンドシップコンサート

第12回
東京国際声楽コンクール 西日本准本選

ふれあいの祭典  兵庫県交響楽祭

県民芸術劇場アロージャズオーケストラ

夏井いつき　句会ライブ

４/18（土）
15:00～

５/16（土）
15:00～

７/４（土）
14:00～

８/29（土）

14:00～
８/30（日）

9/4･5･6
（金・土・日）
10:00～

10/４（日）
13:30～

10/31（土）
18:30～

12/13（日）

12/25（金）
14:00～

市民共同企画事業

市民共同企画事業 大阪桐蔭高等学校
吹奏楽部コンサート

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（催物ごと）2席の先行予約ができます。
催物により友の会割引があります。
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。

１．

２．
３．

友の会特典

年会費
1,000円!


