
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

12月

１（木） 令和５年12月分使用受付（本番使用）令和５年３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

３（土） 第38回 篠山吹奏楽団 定期演奏会 18:00 20:00 無料　 篠山吹奏楽団 篠山吹奏楽団事務局
080-8305-8936

４（日） 第42回 木下楽器合同ピアノ発表会 9:30 16:30 無料 ㈱木下楽器 ㈱木下楽器
（079）552-0321

11（日）
第24回「丹波篠山市人権・同和教育研究
大会」
第20回「人権フェスタin丹波篠山」

13:00 16:00 無料

丹波篠山市、丹波篠山市
教育委員会、人権啓発活
動北阪神・丹波地域ネッ
トワーク協議会、丹波篠
山市人権・同和教育研究
協議会

丹波篠山市 人権推進課
（079）552-6926

20（火） 丹波篠山市キャリア形成支援事業　～夢プラン～ 13:00 16:00 関係者 丹波篠山市教育委員会 丹波篠山市教育委員会 学
校教育課（079）552-5653

１月

４（水） 令和６年１月分使用受付（本番使用）令和５年４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

８（日） 令和４年度 丹波篠山市消防出初式 10:00 11:00 関係者 丹波篠山市 丹波篠山市 市民安全課
（079)552-5117

８（日） 令和４年度 丹波篠山市はたちのつどい 14:00 15:00 関係者 丹波篠山市はたちのつ
どい実行委員会

丹波篠山市 城東公民館
（079）556-3171

田園交響ホール スケジュール

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12月
2022 2023

1月・
田園交響ホール
丹波篠山市立

　交響ホール楽屋を会議室として、ダンスなどの練習場、
ピアノ練習にもご利用いただけます。
楽屋 A：80㎡（約12m×6.5m）定員40 名

お問い合わせ・申込
田園交響ホール TEL079-552-3600

附属設備使用料　ヤマハグランドピアノ使用料　1回500円
長テーブル、イス、楽屋音響設備（CD・MD・カセットデッキ・スピーカー）利用無料
※ホール舞台利用のある日は、楽屋単独での利用はできません。

基本使用料
時間

9:00～12：00
13:00～17：00
18:00～22：00

料金
1,200円
1,600円
1,800円

田園交響ホール休館日

■上記催しは、新型コロナウイルス感染状況により催しを中止または延期する
　場合がござい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12月4日(日）から令和5年3月3日(金）まで休館します。

都合により休館日が変更になる場合があります。

田園交響ホール楽屋の
単独貸し出しのごあんない

5日（月） 6日（火） 12日（月） 13日（火）
19日（月） 21日（水） 26日（月） 27日（火）
29日（木） 30日（金） 31日（土）
1日（日） 2日（月） 3日（火）
9日（月） 10日（火） 16日（月） 17日（火）
23日（月） 24日（火）

30日（月） 31日（火）

12月

1月

29日（日）

田園交響ホールでは、公演やチケット情報など、より多くの皆様に親しんで
いただける施設となることを目指し、ソーシャルメディアで情報を発信しています。

田園交響ホール公式アカウントに「いいね！」「フォロー」をお願いします。

ページ名：丹波篠山市立田園交響ホール
ユーザーネーム：denenkokyo_hall

Facebook Twitter Instagram

ページ名：丹波篠山市立田園交響ホール
ユーザーネーム：@denenkokyo_hall

ページ名：丹波篠山市立田園交響ホール
ユーザーネーム：denenhall0

田園交響ホール  公式ＳＮＳ情報発信中！田園交響ホール  公式ＳＮＳ情報発信中！ 2月24日2月24日2023年2023年

18:30開演／18:00開場18:30開演／18:00開場 ※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

金

5,500円 （税込）

5,000円 （税込）
友の会・グループ割（5名以上）

一　般  

全 席 指 定

友の会先行予約友の会先行予約
12月10日（土）9：00AM～
【電話・ネット予約のみ】

一般発売一般発売
12月17日（土）9：00AM～
【電話・窓口・ネット予約】

ローソンチケットWeb
https://l-tike.com 〈 Lコード：55168 〉一般発売初日のみ 10:00から予約可能



ご案内図

丹波篠山市立 田園交響ホール

2月18日2月18日
2023年2023年

15:00開演／14:30開場15:00開演／14:30開場
※未就学児の入場はご遠慮ください。

土

4,000 円 （税込）

3,500 円 （税込）
友の会・グループ割（5名以上）

一　般  

全 席 指 定

残席わずか残席わずか
主催：丹波篠山市・
　　  丹波篠山市教育委員会

ローソンチケット　Lコード：52095

チケット予約はTEL・WEBまたはローソンチケットにて！
TEL 079-552-3600
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レパートリー

ジャパネット高田社長
布施明
氷川きよし
山下達郎
森山直太朗
米米CLUB
平井堅　他

レパートリー

米津玄師
平井堅
コブクロ
玉置浩二
ASKA
鬼龍院翔
桜井和寿　他

レパートリー

LISA
miwa

YOASOBI
Ado

Superfly
クレヨンしんちゃん
ドラえもん　他

丹波篠山丹波篠山inin

KARAOKE!

田園交響ホールで

SHOW歌いま

Amazonギフト

1万円
プレゼント！

得点
上位3組には

採点は LIVEDAM
XG-5000を使用します

主催：田園交響ホールステージオペレータークラブ
　　  丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会
主催：田園交響ホールステージオペレータークラブ
　　  丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会

小学生カラ
20歳までオーケー

出場者募集！！
開催日時

10：00～18：00
日3/12

2023.

～ 20歳までのカラオケ大会 ～

出場資格：小学生～20歳まで（2023年4月1日時点）
　　　　  ※18歳未満は保護者の同意が必要です。
定　　員：80組（応募多数の場合は、抽選となります）
出 場 費：出場者1人につき500円
応募方法：田園交響ホールHP または
　　　　  二次元コードより
　　　　  応募フォームにて
お問合せ：丹波篠山市立 田園交響ホール
　　　　  「田園交響ホールで歌いまSHOW♪」
　　　　  実行委員会事務局
　　　　    TEL：079-552-3600

2023.1/12まで
木

応募詳細は
こちらから

交響ホール 検 索

応募
締切

　田園交響ホールでは文化活動の拠点として皆様が安全で
安心して使用できるよう計画的に設備の改修工事を進めて
います。今年度、下記の日程で照明操作卓の更新とＬＥＤ
照明化の入れ替え工事を行います。

工事期間：令和 5年1月10日（火）～2月17日（金）
　工事期間中は交響ホールの利用及びスタインウェイピアノ
練習はご利用できません。なお、楽屋の単独貸し出しは
ご利用可能です。事務所はチケット予約・販売等通常業務
を行っています。ご理解とご協力をお願いします。

田園交響ホール照明設備改修工事のおしらせ


