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催物ごあんない
2021

月７・８・９

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
※さぎそうホールは10月5日（火）まで休館中です。
※�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。

田園交響ホール休館日

７月

� 5日（月） � 6日（火） 12日（月） 13日（火）

19日（月） 20日（火） 22日（木） 23日（金）

26日（月） 27日（火）

８月

� 2日（月） � 3日（火） 10日（火） 16日（月）

17日（火） 23日（月） 24日（火） 30日（月）

31日（火）

９月
� 7日（火） 13日（月） １4日（火） 24日（金）

27日（月） 28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：53802

ローソンチケットWeb
https://l-tike.com
Lコード53802
インターネット受付は、
発売初日のみ10:00～予約可

主催：丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会

高嶋ちさ子
2021年9月21日（火）

開演18:30（開場18:00）

♯一般 5,500円（税込）
♯友の会 5,000円（税込）
♯高校生以下 2,000円（税込）

友の会先行予約
7月31日（土） 9:00～（電話のみ）
一般発売
8月7日（土） 9：00～（電話・窓口）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

全席指定

with Super Cellists

当日 500円UP

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

７月

  1（木） 令和4年7月分使用受付（本番使用）
令和3年10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

11（日） 桂文珍　ふるさと独演会　12回目 14:00 15:30 　※一般3,500円
　　シルバー割1,500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

18（日） ブラスフェスティバル 未定 未定 関係者 丹波篠山市吹奏楽連盟 今田中学校（中澤）
（079）597-3160

８月

  1（日） 令和4年8月分使用受付（本番使用）
令和3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

21（土） 石川さゆりコンサート（振替公演） 13:00 
17:00

15:00 
19:00 チケットの再発売は未定 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

29（日） 【市民共同企画事業】 
第10回 桂む雀フレンドシップコンサート 14:00 16:00

※一般2,000円/
　当日券2,500円 
小学生以下・身体障害者手帳
お持ちの方1,000円

時夢館（タイムハウス）・
桂む雀さんを
勝手に応援する会

田園交響ホール
（079）552-3600

９月

  1（水） 令和4年9月分使用受付（本番使用）
令和3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

  3（金）
第1回　国際声楽コンクール東京 
西日本准本選
部門:愛好者オメガ、B女声/男声、大学生

時間割発表
8/27（金）
発表場所
https://

ivctokyo.com/
timetables

無料　観覧自由
一般社団法人　カンタームス

丹波篠山市・
丹波篠山市教育委員会

国際声楽コンクール東京事務局
公式ホームページ

https://ivctokyo.com/inquiry
（03）5926-3548
（平日10-18時受付）

  4（土） 部門:ミュージカル、ミュージカル小/中学生

  5（日） 部門:高校1/2年生、高校生アンサンブル

  6（月） 部門:高校3/卒業生、重唱

17（金）
映画「森の学校」上映会�
（各日10:00~、14:00~、18:00~　3回上映）
上映時間を変更する場合があります。

各日
1回目10:00～
2回目14:00～
3回目18:00～
上映時間
1時間43分

※高校生・大学生・大人
　1,800円�
　幼・小・中1,000円
　未就学児無料

丹波篠山観光協会

映画に関する問い合わせ
丹波篠山観光協会
（079）552-3380

チケット購入に関する問い合わせ
田園交響ホール

（079）552-3600

18（土）

19（日）

21（火） 高嶋ちさ子 with Super Cellists 18:30 20:00
※一般5.500円、
　友の会5,000円
　高校生以下2,000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

ステージオペレーター養成講座

第18期 受講生募集！
田園交響ホールではない、ボランティアスタッフ

「SOC（ステージオペレータークラブ）」が裏方として
舞台・照明・音響の役割を担い、舞台作りを支えています。
あなたも、オペレーターとして活躍してみませんか！

・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ください。
・応募締め切り 7月17日（土）必着
・募集人数 20名程度（18歳以上・高校生は除く）
・講座内容 舞台・照明・音響について技術等の基礎知識を習得し、講座終了後は
 田園交響ホールのボランティアスタッフとして活躍いただきます。
・講座期間 7月31日（土）～10月16日（土）
・問い合わせ先 丹波篠山市立田園交響ホール　電話：079-552-3600　

田園交響ホール



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 7・8・9

2021年8月29日(日)

主催：時夢館（タイムハウス）・桂む雀さんを勝手に応援する会
共催：丹波篠山市／丹波篠山市教育委員会

田園交響ホール 市民共同企画事業

第10回桂む雀

一般

小学生以下・身体障害者手帳をお持ちの方

前売り券 2,000円（税込）／　当日券 2,500円（税込）
1,000円（税込）

チケット発売 6月26日（土）  9:00AM～全席自由

開場 / 13:00 開演 / 14:00 ハーモニカ・ピアノ他　桂 む雀

フリーアナウンサー
三代澤康司

ハーモニカ奏者
あらいなおこアコーディオン奏者

井川ユミコ

シンガーソングライター
リピート山中

タレント
山田雅人

フレンドシップコンサート

ローソンチケット　Lコード：53904

ローソンチケット　Lコード：525831

ローソンチケット　Lコード：52761

9月3日（金）　愛好者オメガ、B女声/男声、大学生
9月4日（土）　ミュージカル、ミュージカル小/中学生
9月5日（日）　高校1/2年生、高校生アンサンブル
9月6日（月）　高校3/卒業生、重唱

問い合わせ先
国際声楽コンクール東京事務局

公式ホームページ　https://ivctokyo.com/inquiry
☎ 03-5926-3548（平日10-18時受付）

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　カンタームス　
共催：丹波篠山市　丹波篠山市教育委員会

西日本准本選

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4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31日（日）

５月16日（日）に公演を予定しておりました、喜歌劇「メリー・ウィドウ」
ハイライトコンサートは、10月24日（日）に振替公演日が決定いたし
ましたのでお知らせいたします。
現在お持ちのチケットは振替公演で有効となりますが、払戻し希望の
方には返金します。
また、チケット販売は継続して発売しております。

振替公演のご案内
2021年10月24日（日）　開演 15:00（開場 14:00）

　全席指定　一般500円　高校生以下300円

問い合わせ先
　〒669-2332　兵庫県丹波篠山市北新町41　田園交響ホール　
　電話　079-552-3600（月・火曜休 ※祝日の場合翌日）

振替公演のお知らせ

レハール作曲
喜歌劇

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）

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～

全席指定

桂
文
珍

ふ
る
さ
と
独
演
会

好
評
発
売
中

※未就学児の入場はご遠慮ください。


