
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
コンサートIN 丹波篠山

【イタリア語上演/日本語字幕つき/上演時間約1０0分/休憩あり】

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2023関連企画

モーツァルト作曲

これまでの
ハイライトコンサート

「ラ・ボエーム」
©飯島隆

古澤巖
ヴァイオリンの夜

日時：5月27日（土） １３：３０～１４：００
会場：丹波篠山市立田園交響ホール
ご入場には、座席指定の入場整理券が必要です。
年齢制限はありません。
入場整理券は、３月18日（土）９時より、田園交響ホー
ル事務所にて配布します。（お一人様４枚まで）

予定曲目

火祭りの踊り
チゴイネルワイゼン
ひばりは揚がる
アランフェス協奏曲よりアダジオ
 ほか

小さなお子様を始め、
どなたでもお聴きいただける
350人限定の無料の

ミニコンサートを開催します！

ピアノ  金益研二

この公演は丹波篠山ふるさと基金を活用しています

一 �3,500円
シルバー割（65歳以上）�1,500円

一 �3,000円
友・グ �2,500円
高校生以下�1,000円

予定曲目
ドラゴンクエストⅣより「序曲」
イン・ザ・ムード
ディズニー・フィルム・フェイバリッツ

ほか

5/6
（土）

開演15:00
（開場14:30）

一 500円��高校生以下�300円� L 52419好評発売中

一 4,300円�友・グ 3,800円� L 52411 友の会�4/16（日）��一般�4/22（土）発売� L 56736

友の会�4/8（土）��一般�4/15（土）発売� L 55213

丹波篠山市立

田園交響ホール催物ごあんない 4〉5月号

桂文珍ふるさと独演会

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～
４月22日（土）9時からお電話で受け付けます。

先着100名

14回目

2 0 2 3

好評発売中

5/27
（土）

開演15:00
（開場14:30） 6/11

（日）

開演14:00
（開場13:00）

7/2
（日）

開演14:00
（開場13:30）

おかげさまで、田園交響ホールは35周年!!

催物ごあんないがリニューアルしました！さらに内容を充実させ、最新のイベント情報をお届けします� TEL079-552-3600
【アイコン説明】　一 …一般販売　友 …友の会　グ …グループ割［５名以上］　 L … Lコード　チケットご予約はこちら!!▶



※印の入場券はホールで取り扱っています。
田園交響ホール休館日（毎週月曜日・火曜日・祝日の翌日）
４月�４日火・10日月・11日火・17日月・18日火・24日月・�
25日火

５月�１日月・２日火・８日月・９日火・15日月・16日火・29日月・
30日火

田園交響ホール　スケジュール� 令和５年３月29日現在
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（土） 令和6年4月分使用受付（本番使用）
令和5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

22日（土） 兵庫・丹波篠山とっておきの音楽祭 10:30 17:00 無料 兵庫・丹波篠山とっておき
の音楽祭実行委員会

兵庫・丹波篠山とっておき
の音楽祭実行委員会（山中）

090-8231-0100

23日（日） メトロノーム発表会 10:00 15:30 無料 メトロノーム メトロノーム（中本）
（079）552-6956

30日（日） 第21回　ピアノ専科音楽祭 12:30 16:40 無料 ピアノ専科 ピアノ専科（中村）
(079)552-7501

５月

3日（水） 令和6年5月分使用受付（本番使用）
令和5年8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

6日（土） ドン・ジョバンニ　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

14日（日） 令和5年　金婚夫婦祝福式典 14:00 15:00 無料 神戸新聞社 神戸新聞社　事業局「金婚」係
（078）362-7086

22日（月） 全国伝統的建造物群保存地区協議会　総会・研修会
（基調講演・首長サミット） 13:40 16:30

無料 全国伝統的建造物群保存
地区協議会・丹波篠山市

丹波篠山市教育委員会　文化財課
（079）552-5792

23日（火） 全国伝統的建造物群保存地区協議会　総会・研修会
（講演会・事例発表・住民パネルディスカッション） 13:00 16:10

27日（土）

古澤巖　ヴァイオリンの夜（ミニコンサート） 13:30 14:00 ※無料（要整理券）
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古澤巖　ヴァイオリンの夜~炎のヴァイオリン~ 15:00 17:00
※一般4,300円
　友の会グループ割
（5名以上）3,800円

さぎそうホール　スケジュール【さぎそうホールは5月4日（木）から10月3日（火）まで休館します。】
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
２日（日） 歌声喫茶ささやま 13:30 15:50 無料 歌声喫茶ささやま 歌声喫茶ささやま（山中）

090-8231-0100

11日（火） 丹波篠山市立今田中学校入学式 10:00 11:30 関係者 今田中学校 今田中学校
（079）597-3160

丹波篠山市立  田園交響ホール
TEL（079）552-3600

〒669-2332�兵庫県丹波篠山市北新町41
denen_div@city.sasayama.hyogo.jp
休館日 / 毎週月曜日・火曜日・祝日の翌日 交響ホール

友の会先行予約…9:00AM～【電話・Webのみ】
一般発売… 9:00AM ～【電話・窓口・Web】

Webでご予約いただけます▶

一 …一般販売　�友 …友の会　�グ …グループ割［５名以上］
L … Lコード�（ローソンチケットは、一般発売日の10:00～予約可）
※特に表記がない公演は全席指定です。また、未就学児の入場はご遠慮ください。
※チケット代金はすべて税込みです。

チケット販売について

2023年度田園交響ホール

友の会 会員募集!!
田園交響ホールでは友の会の会員を募集しています。
会員期間：申込日より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！
チケットの優先予約ができます
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席の予約ができます。

友の会割引があります
催物により、友の会割引きをいたします。
対象となる催し物は催物ごあんない及びホームページをご覧ください。
※1つの催物につき2枚まで割引可。

催物案内を送付いたします
「催物ごあんない」を2カ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出来ますし、気になる公演
内容について、日時や連絡先などお手元で確認することが出来ます。

一 4,000円　友・グ �3,500円

ミュージカル

ASAJI
〜篠山戦国ものがたり〜

丹波を守るために戦った戦国武将波多野秀治と娘
の朝路姫。彼らが繋ぎたかった思いとは？
丹波の赤井直正、そして明智光秀らも登場し、彼ら
の交差する熱き思いを描く戦国ミュージカル。

彼らがつなぎたかった思い
それは-

「弱き者でも貫く」
ということ。

7/23
（日）

友の会・一般�5/6（土）同時発売� L 51343

クレジットカード払いに対応する準備を進めています。
交響ホールのチケット予約システムが新しくなり、クレジットカー
ドでの支払いが可能となるよう準備を進めています。現在
の決済方法は窓口での現金支払い、コンビニ（セブンイレブ
ン・別途手数料が必要）の2種類から選択できます。なお、友
の会入会手続について、インターネットでのお手続きの方は
会費のクレジットカード払いが可能です。

チケットの予約・購入について
現在、お電話、窓口、インターネット
での予約・購入の3つの方法で取り扱
いを行っています。
インターネットではより簡単に早
くチケット購入手続き可能です。

お
知
ら
せ

開演12:00
（開場11:30）

開演15:00
（開場14:30）

市民共同企画事業


