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

催物ごあんない
2021

月 月4 5・
丹波篠山市立

田園交響ホール

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

4月   9日（金） 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

※�※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３年３月15日現在

田園交響ホール休館日

４月 � 5日（月） � 6日（火） � 8日（月） � 9日（火） 12日（月） 13日（火）
19日（月） 20日（火） 26日（月） 27日（火） 30日（金）

５月 � 3日（月） � 4日（火） 10日（月） 11日（火） 17日（月） 18日（火）
24日（月） 25日（火） 31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 :54210

2021年

6月12日（土）
《　 昼の部》 15：00開演（14：30開場）

古澤 巖
ヴァイオリンの

昼と夜gara²

あなただけの指定席で

350人限定の昼夜2回公演！

一般 3,800円（税込）

友の会／グループ割 3,500円（税込）

友の会先行予約 4月  3日（土）  9:00AM～〔電話のみ〕

一般発売 4月10日（土）  9:00AM～〔電話・窓口〕

全席指定

※未就学児の入場はご遠慮ください。

ピアニスト 金益 研二

《　 夜の部》 18：30開演（18：00開場）

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

4月

  1日（木） 令和４年４月分使用受付（本番使用）
令和３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

10日（土） 丹波篠山春日能（荒天時のみ） 13:00 16:00
一般前売　5,000円
一般当日　5,500円
中・高生　1,000円

篠山能実行委員会・
丹波篠山市

丹波篠山市教育委員会
文化財課

（079）552-5792

25日（日） メトロノーム発表会 10:00 17:00 無料 メトロノーム メトロノーム（中本）
（079）552-6956

5月

  1日（土） 令和４年５月分使用受付（本番使用）
令和３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

  2日（日） 令和２年度丹波篠山市成人式 未定 未定 関係者 丹波篠山市・丹波篠山市
成人式実行委員会

丹波篠山市城東公民館
（079）552-5117

  9日（日） 金婚夫婦祝福式典

16日（土） メリー・ウィドウ　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

ローソンチケット　Lコード :52531ローソンチケット　Lコード :00000

高嶋ちさ子
～ゆかいな音楽会～

2021年7月22日（木・祝）
開演14:00（開場13:30）

♯一般 4,500円（税込）

♯友の会 4,000円（税込）

♯グループ割 4,000円（税込）

♯高校生以下 2,000円（税込）

友の会先行予約 5月15日（土）
一般発売 5月22日（土）

※未就学児入場不可

主催：丹波篠山市
　　　丹波篠山市教育委員会

全席指定

（14：00開場）5/16（日）15：00開演
2021

【日本語上演/上演時間約1０0分/休憩あり】

華の都パリを舞台に、ワルツに乗せて
明るく、愉しい、大人の恋物語

５００円でオペラ体験

楽しいお話もあり初心者でも安心!

レハール作曲
喜歌劇

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2021関連企画

オペラ歌手
とピアノの

迫力ある生演
奏 !!

　一　般　｜500円（税込）
高校生以下｜300円（税込）

友の会先行予約
4月  3日（土）  9:00AM～〔電話のみ〕
一般発売
4月10日（土）  9:00AM～〔電話・窓口〕

全席指定

※未就学児の入場はご遠慮ください。

主催：丹波篠山市／丹波篠山市教育委員会



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

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
2021年度　ホール主催公演予定表

友の会 会員募集

※詳しい公演情報及び公演が中止・延期となった場合は催物案内・ホームページ・市広報でお知らせします。

１．ホール主催公演の入場券を一般発売前に先行予約
　（1会員催毎2席まで）できます。
２．催物により友の会割引があります。
３．催物案内を2カ月ごとに郵送配布しますので、ホール
　催しや、公演情報を早めに知ることが出来ます。

友の会
特典

◆会員の期間　2020年度ホール主催公演分
◆入 会 方 法　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。

年会費
1,000円！

市民共同企画事業

友の会割引あり

友の会割引あり

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

5/16（日）
佐渡裕プロデュースオペラ関連イベント
オペラ「メリー・ウィドウ」ハイライトコンサート ええとこどり

6/12（土） 古澤巌コンサート
6/20（日） キュウソネコカミコンサート
7/11（日） 桂文珍　ふるさと独演会　12回目
7/22（木・祝） 高嶋ちさ子「ゆかいな音楽会」
8/21（土） 石川さゆりコンサート(振替公演)
8/29（日） 第10回桂む雀　フレンドシップコンサート
9/3（金）～6（月） 第13回　東京国際声楽コンクール　西日本准本選
2/12（土）・13（日） 丹波篠山市民ミュージカル　第10弾
2/23（水・祝） 瀧川鯉昇・鯉斗落語競演会
3/11（金） 狂言～野村万作・萬斎の世界～

ローソンチケット　Lコード :00000

ローソンチケット　Lコード :00000

友の会先行予約 4月17日（土）9:00AM～【電話のみ】

一般発売 4月24日（土）9:00AM～【電話・窓口】

キュウソネコカミキュウソネコカミ

丹波篠山市出身のメンバー、

オガワカズマサ（ギター）が、地元でついに凱旋公演!!

丹波篠山市
２th ANNIVERSARY

SPECIAL LIVE！

2021年6月20日（日）
開演18:30（開場18:00）

一般

友の会/グループ割（5名以上）

5,000円（税込）

4,500円（税込）

全席指定 ※未就学児の入場不可

12
回
目

7月11日（日）
14:00開演（13:30開場）

■ 一般・友の会  3,500円（税込）
■ シルバー割  1,500円（税込）
　　  （65歳以上）

友の会先行予約　5月1日（土） 9:00AM～ 【電話のみ】
一般発売　　　　5月8日（土） 9:00AM～ 【電話・窓口】

この公演は丹波篠山ふるさと基金を活用しています。

丹波篠山市内の小・中学生・高校生は入場無料！
～個人はもちろん、学校・地域イベントとしてぜひご鑑賞ください～
5月1日（土）9時からお電話で受け付けます。
（申込先）田園交響ホール　TEL：５５２－３６００
お席の指定は、申し込み順にホールで行います。
（同伴の有料申し込みも同時に受け付けます。）

先 着
000名

全席指定

桂
文
珍

ふ
る
さ
と
独
演
会

《ご来場のお客様にお願い》
⃝マスク着用をお願いします。
⃝発熱、咳、息苦しいなどの症状がある方は、ご来場をお控えください。
⃝�入退場の際や休憩時間は、ソーシャルディスタンス（最低 1mでき
るだけ 2m）を確保ください
⃝手洗いや消毒液による手指の消毒をお願いいたします。
⃝�非常時に入場者を把握するため、入場券記入欄にご来場者のお名前、
電話番号を必ずご記入してください。


