
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

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

2月
3（水） 令和４年２月分使用受付（本番使用）

令和３年５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

28（日） 篠山少年少女合唱団 第45回リサイタル 14:00 未定 無料 篠山少年少女合唱団 篠山少年少女合唱団（田村）
090-2351-6709

3月

3（水） 令和４年３月分使用受付（本番使用）
令和３年６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

６（土） 田園交響ホールカラオケのど自慢 10:00 16:30 無料 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

14（日） ピアノ専科音楽祭＆撮影会 12:30 17:00 無料 ピアノ専科 ピアノ専科（中村）
（079）552-7501

15（月） 石川さゆりコンサート 2021年８月21日（土）に
延期

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（土） スプリングコンサート 午後 未定 関係者 小畠伸子 （小畠）
（079）556-2318

21（日） 丹波篠山市吹奏楽連盟定期演奏会 未定 未定 無料 丹波篠山市吹奏楽
連盟

今田中学校（中澤）
（079）597-3160

28（日）
スチューデントコンサート 11:00 12:00 無料（要整理券） 丹波篠山ヴィオラ

マスタークラス
2021実行委員会

丹波篠山ヴィオラマスタークラス 
2021実行委員会（萩森）
（079）552-2843

丹波篠山ヴィオラマスタークラス2021演奏会
　　　　～今井信子と受講生たち～ 15:00 16:30 ※一般3,000円　学生1,500円

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

3月 10（水） 今田中学校卒業式 9:30 未定 関係者 今田中学校 今田中学校
（079）597-3160

◆※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
◆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2 月
2021

3 月・

田園交響ホール
丹波篠山市立

交響ホールでの公演（主催事業・貸館事業）のインフォ
メーション（案内等）をしていただくスタッフを募集
します。
公演当日の受付や場内案内、出演者
の接待等のお仕事をしていただき
ます。
1公演（本番1回）につき2,000円～
3,000円の費用弁償をお支払いしま
す。接客の好きな方（男女を問いま
せん）の応募をお待ちしています。

登録メンバー募集登録メンバー募集
（ホールインフォメーションスタッフ）

詳しくは田園交響ホールまでお問い合わせください。

田園交響ホール休館日
15日（月） 16日（火） 22日（月）
22日（月） 23日（火） 29日（月） 30日（火）

1日（月） 2日（火） 8日（月） 9日（火） 12日（金）
8日（月） 9日（火） 16日（火）1日（月）

２月
３月 2日（火）

ローソンチケット　Lコード 52531

〇緊急事態宣言発出期間中の制限等について
　緊急事態宣言発出期間中交響ホール夜間の利用時間は、通常午後6時から
午後10時までのところ、午後6時から午後8時までとなります。
〇交響ホール使用料の減免について
　現在、新型コロナウイルス感染症対策として、入場者数を50％に制限して
います。併せて施設利用料も50％減免しています。
※緊急事態宣言発出期間中の夜間利用料金は利用時間の制限を加味し基本使
用料のみ25％となります。
１．減免の範囲
　　基本使用料、附属設備使用料、特別使用料（冷暖房・延長料金他）　　　
　　楽屋単独貸使用料、スタインウエイピアノ練習単独使用料の半額を　　
　　免除。
　　※スタッフ人件費は、適用外となります。
２．減免の対象
　　丹波篠山市内在住もしくは在勤団体・個人に限ります。
３．減免の期限
　　新型コロナウイルス感染防止対策の一環として当面の間。
　　※夜間利用の制限・減免は緊急事態宣言発出期間中の適用となります。

お 知 ら せ 500円（税込）
一　　　般一　　　般

300円（税込）
高校生以下高校生以下5月16日（日）

2021年

15:00開演（14:00開場）

【日本語上演/上演時間約100分/休憩あり】【日本語上演/上演時間約100分/休憩あり】

電話・窓口４月10日（土）9:00AM～一　般　発　売

電話のみ４月3 日（土）9:00AM～友の会先行予約
チケット予約

主催：丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会
※未就学児のご入場はご遠慮ください。



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   2・3

88 2121
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

振替公演のご案内

コンサートチケットと受取人口座名義の氏名（フリガナ）・電話番号・金融機関名、
支店名、預金種目、口座番号を明記したものをホール事務所持参若しくは郵送に
よりお届けください。ご指定の口座に振り込みます。
払戻し受付期間　令和３年３月20日（土）まで  受付時間 8:30～17:15
　　　　　　　　休館日：月曜・火曜・祝祭日の翌日
郵送先　〒669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41 田園交響ホール事務局 行
　　　　電話 079-552-3600

※チケット代金払戻しご希望の方は

石川さゆりコンサート
延期のお知らせ

全席
指定

※未就学児は
　入場不可

)

3.62021. 土

田園交響ホール

カラオケのど自慢

主 催：丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会

注意事項
感染症対策に取り組みながら実施しますが、今後の感染状況
により無観客や中止する場合もあります。変更の場合、ホーム
ページでいち早くお伝えできるよう努めてまいります。

10:00開演　　　　（9:30開場）
～16:30終演予定

入場無料
自由席

入場者数は定員の半分400人までとします。
混雑時は入場を制限する場合があります。

※出場者募集は終了いたしました。

100組出演

2021年度  ホール主催公演予定表2021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

2021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、最寄の郵便局か
ら振り込むか、直接ホール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。

友
の
会 

特
典

友
の
会 

特
典

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２席の先行予約が出来ます。
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 会員募集友の会 会員募集友の会 会員募集友の会 会員募集
年会費 

1,000円!
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

催　　　　　物　　　　　名
佐渡裕プロデュースオペラ関連イベント
「メリー・ウィドウ」ハイライトコンサート
古澤　巌 コンサート

桂　文珍　ふるさと独演会　12回目

　　   第10回 桂む雀フレンドシップコンサート

丹波篠山市民ミュージカル　第10弾

瀧川鯉昇・鯉斗落語競演会

狂言 ～野村万作・萬斎の世界～

市民共同
企画事業

その他、クラシック・ロックなど魅力ある公演を
企画中です。ご期待ください !

友の会
割引あり

友の会
割引あり

友の会
割引あり

入場無料第13回  東京国際声楽コンクール
西日本准本選４日間


