
KARAOKE!

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

１（水） 令和６年２月分使用受付（本番使用）令和５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

１８（土） ものまねスーパーライブ!! in丹波篠山 15:00 17:00 チケット完売御礼※立ち見券有り
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

２４（金） 森山良子コンサートツアー　　　　　　マイストーリー 18:30 20:30
※一般5,500円
　友の会/グループ割
　（5名以上）5,000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

２６（日） 篠山少年少女合唱団　　　第47回リサイタル 14:00 15:30 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

１（水） 令和６年３月分使用受付（本番使用）令和５年６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（金） ささやまびとのつどい パートⅤ 13:00 17:00 無料 丹波篠山市老人クラブ
連合会

丹波篠山市社会福祉協議会
（079）590-1112

１２（日） 田園交響ホールで  歌いまSHOW♪　　～20歳までのカラオケ大会～ 13:00 未定　 無料
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

田園交響ホール
（079）552-3600

１９（日） 丹波篠山市吹奏楽連盟定期演奏会 13:00 15:00 関係者 丹波篠山市吹奏楽連盟 今田中学校（中澤）
（079）597-3160

２６（日） スプリングコンサート 午後　 午後　 無料 小畠伸子 （小畠） （079)-556-2318

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 ９（木） 今田中学校卒業式 未定　 未定　 関係者 今田中学校 今田中学校（079）597-3160

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

◆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。
◆さぎそうホールは3月3日（金）まで休館中です。
◆※印の入場券は田園交響ホールで取り扱っています。休館日/毎週月曜日・火曜日・祝日の翌日

2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）
3月 6日（月） 7日（火） 13日（月） 14日（火） 20日（月） 22日（水） 27日（月） 28日（火）

田園交響ホール
　　　　休館日 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
2023

3月・
田園交響ホール
丹波篠山市立

田園交響ホールで

SHOW歌いま
～ 20歳までのカラオケ大会 ～

5/6（土）5/6（土）20232023
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。

500円 （税込）

300円 （税込）
高校生以下

一　般  

友の会先行販売
2月25日（土）9：00AM～
【電話・ネット予約のみ】

一般発売
3月4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：52419 〉一般発売初日のみ 10:00から予約可能

日3/122023.
13:00開演（12:30開場）13:00開演（12:30開場）

観覧無料

～芸術・食・工芸・暮らし文化～～芸術・食・工芸・暮らし文化～

●提携店制度の概要
・ホール自主事業の入場券を提示した方に登録店舗からサービスを
提供していただきます。サービス内容は各店でご自由に設定して
ください。（公演当日に限る）
  （例）５％ off、ドリンクサービス、ポイント２倍、 など
詳しい内容及び募集要項は田園交響ホール
ホームページよりご覧いただけます。
お問い合わせ：丹波篠山市立田園交響ホール
TEL：079-552-3600

丹波篠山市立 田園交響ホール 提携店募集!!

丹波篠
山を盛り上げてください丹波篠
山を盛り上げてください

　音楽や演劇の観覧のために田園交響ホールへ、市外からお越し
いただくお客様が増えています。市内の方にも、市外の方にも、音楽、
陶芸、工芸、食、温泉、暮らしなどの多様な文化に触れてもらい
丹波篠山をゆっくりと楽しんでもらうため、市内の多様な業種のお店
から提携店を募集しています。ご賛同いただけるお店の方はぜひ
お申し込みください！

田園交響ホールとともに、あなたのお店からも田園交響ホールとともに、あなたのお店からも



2023年2月18日（土）15:00開演／14:30開場2023年2月18日（土）15:00開演／14:30開場
指定席券は完売いたしました。

立見券（残数わずか）のみ販売しています。
一般3,000円  友の会2,500円

丹波篠山丹波篠山inin

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

ご案内図

丹波篠山市立 田園交響ホール

ローソンチケット　Lコード：55168

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

好評発売中好評発売中

お問合せ･お申し込みは、｢丹波篠山市立 田園交響ホール｣まで

　  友の会
会員募集！！
　  友の会
会員募集！！
2023年度
田園交響ホール
2023年度
田園交響ホール

チケットの優先予約 ができます

友の会割引 があります

催物案内を送付 いたします

田園交響ホールでは友の会会員を募集して
 います。
   2023年度会員は、令和5年2月4日（土曜）
　から募集します。
　　会員期間 ： 2024年3月末まで
　　会　　費 ： 1,000円
　　 会員の皆様には特典をご用意してい
　　  ます！ ますますお得な友の会へ、
　　　ぜひご入会ください！

■ 「ドン・ジョバンニ」
　 ハイライトコンサート
■ 古澤巌
　 コンサート
■ 大阪市音楽団コンサート
■ 桂文珍
　 ふるさと独演会 14 回目
■ 【市民共同企画事業】
　 オリジナルミュージカル
　 「ASAJI」篠山戦国ものがたり
■ 【市民共同企画事業】
　 第 3 回丹波篠山
　 ヴィオラマスタークラス2023演奏会
■ 第 3 回 国際声楽コンクール
　 東京西日本准本選
■ アコム"みる"コンサート
■ 声優朗読劇
　 「ノートル＝ダム・ド・パリ」
■ 丹波篠山市民ミュージカル
　 第 11弾「ノートル＝ダム・ド・パリ」
■ シニアのための昭和歌謡ヒットパレード

2023 年度
ホール主催
公演予定

その他、ポップス２公演、クラシックなど
魅力ある公演を企画中です。ご期待ください！

2023年度ホール主催公演の入場券を、一般
発売よりも早く予約できます。
※1会員につき催物ごとに2席の予約が出来
ます。

催物により、友の会割引をいたします。
対象となる催物は催物ごあんない及び
ホームページ等に掲載します。
※1つの催物につき2枚まで割引可。
※割引のない催し物もございます。

「催物ごあんない」を 2ヶ月ごとに
ご自宅へ郵送します。ホールの催
しや、公演情報を早めに知ること
ができますし、気になる公演内容
について、日時や連絡先などをお
手元で確認することができます。

古
澤 

巖

5/27（土）5/27（土）20232023
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。

ローソンチケットWeb
https://l-tike.com 〈 Lコード：52411 〉
一般発売初日のみ 10:00から予約可能

4,300 円 （税込） 3,800 円 （税込）
友の会・グループ割 
　　　　  （5名以上）

一　般  

友の会先行販売
3月11日（土）9：00AM～
【電話・ネット予約のみ】

一般発売
3月18日（土）9：00AM～
【電話・窓口・ネット予約】

全 席
指 定

炎のヴァイオリン

ピアニスト
金益研二


