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ミュージックフェスティバル2019
◆3月3日(日)13:30開演

チケット発売中！

≪プログラム≫

総合文化会館大ホール
全席自由 500円〈税込〉※中学生以下無料

オジャバンド(フォークソング)
今は もう誰も、22才の別れ、踊子 他

The Last Order(アカペラ)
大切な君へ、奏（かなで）、さくら独唱 他

舞鶴クラリネットアンサンブル(クラリネット)
千本桜、サンダー ザ シー、テイク ファイブ 他

彩～いろどり～(朗読と音楽)
朗読「 Life」/演奏

明日を拓こう、カンパニュラ

フルートオーケストラ アジュール(フルートアンサンブル)
アイネ クライネ ナハトムジーク Ｋ．５２５

マミー＆コルス(合唱)
女声合唱のための組曲「旅」より 旅立つ日 他
地元で音楽活動中の６団体が一堂に会し、日頃の成果を発表します。
多彩なジャンルの音楽をお楽しみいただけます。

舞 鶴 寄 席

第12回

チケット発売中！

◆3月17日(日)14:00開演 総合文化会館小ホール
全席自由 （前売）一般

1,500円
学生 500円〈各税込〉
※未就学のお子様はご入場いただけません。
【友の会】前売のみ1会員様2枚まで1割引き

笑福亭晃瓶

笑福亭遊喬
（舞鶴出身）

※限定300席
当日は各300円増

桂 三扇
（福知山出身）

笑福亭智丸

舞鶴出身の笑福亭遊喬さん、福知山出身の桂三扇さんのレギュラー陣に、KBS京都「ほっかほかラジオ」
でお馴染みの笑福亭晃瓶さんと舞鶴初登場の笑福亭智丸さんをゲストの迎えてお贈りします。
早春の午後のひとときを、大いに笑って楽しくお過ごしになってみませんか‼
4月3日(水)チケット発売
会館窓口 9:00～
電話・PG・ｵﾝﾗｲﾝ 11:00～

♪ チケット前売情報

仮面ライダースーパーライブ2019 京都舞鶴公演
◆7月7日(日)①10:30 ②14:30 ２回公演
全席自由

総合文化会館大ホール

（前売）3,300円

当日は500円増 〈税込〉
※2歳以上有料。1歳以下の場合は保護者1名につき1名まで
膝上鑑賞可。ただし、お席が必要な場合は有料。お子様
のみでの入場はできません。

★友の会会員先行チケット発売
3月
会館窓口 9:00～
電話予約
主催
共催

27日（水）
11:00～

(株)ジョーカンプランニング
お問合せ ジョーカンチケットセンタ
℡077-535-9001 10:30～17:30（土日祝以外）
(公財)舞鶴市文化事業団

ⓒ石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

共催

(公財)舞鶴市文化事業団
チケット発売中

だいすけお兄さんの 世界迷作劇場
2018～19 SPRING TOUR
◆3月30日(土)12:30・15:30 2回公演（上演時間約60分）
総合文化会館大ホール

全席指定

3,000円〈税込〉

※1歳以上のお子様より有料
主催・お問合せ
アークスインターナショナル

℡0798-34-5377(平日13:00～18:00)

◆5月26日(日)11:00・14:30
総合文化会館小ホール

チケット発売中

2回公演

全席自由

（前売）大人
1,800円
3歳～高校生 800円
※3歳未満無料
※ 当日は各200円増

主催・お問合せ トリミング＆ペットショップ
℡0773-60-6416

WAN！チャンス

舞鶴市文化事業団「友の会」会員募集‼
舞鶴市文化事業団では、文化芸術をより身近に親しむ機会を持っていただき、文化事業団と一緒に舞鶴市の
地域文化を盛り上げていただく｢公益財団法人舞鶴市文化事業団『友の会』｣会員を募集しています。
総合文化会館で開催される催し物の情報提供や、文化事業団が指定する公演の入場券の割引販売や先行販売を
行うなど魅力あふれる特典がいっぱいです。
みなさまのご入会をお待ちしています‼
【入会金】無料
【年会費】1,000円 ※有効期間は、入会月より1年後の月末まで
【特 典】●指定する公演の入場券の割引販売(枚数制限あり) ●指定する公演の入場券の先行販売(枚数制限あり)
●公演、催し物に関する情報の提供(会員に郵送) ●総合文化会館内喫茶店の飲食料割引(指定品に限
る)
【申込み方法】所定の申込み用紙(総合文化会館に備付け)に記入し、年会費を添えて総合文化会館まで。

●3月 Event Information
舞鶴市総合文化会館
月

催

日 曜日

物

名

3

日 ミュージックフェスティバル2019

3

日

まいづる児童合唱団卒団式
発表会

8 金
～ ～ 平成30年度東公民館作品展
10 日
9

土 第45回耳の日記念集会 in 海の京都舞鶴

15 金
3
月

舞鶴工業高等専門学校
平成30年度卒業証書授与式

時

間

入場料(税込･円) 他

大ホール

13:30

全席自由 500
中学生以下無料

小ホール

10:00
10:30

無料

小ホール
展示室
大ホール
大ホール

8・9日
9:30～16:30
10日 9:30～15:00

無料
お茶席 300

バザー11:00～

一般 1500
高校生以下 500

10:15

関係者

12:20

15 金 舞鶴工業高等専門学校謝恩会

小ホール

関係者

17 日 ヤマハ音楽教室合同発表会

大ホール

無料

17 日 第12回

小ホール

主催・問合せ先TEL
(公財)舞鶴市文化事業団
0773-64-0880
舞鶴市文化振興課
0773-66-1019
舞鶴市東公民館
0773-62-1237
第45回耳の日記念集会実行委員会
事務局 佐藤 080-6118-8187
舞鶴工業高等専門学校
0773-62-8861
舞鶴工業高等専門学校
0773-62-8861
㈱JEUGIA舞鶴店
0773-75-2058

全席自由

舞鶴寄席

20 水 京都府議会議員一般選挙投票事務説明会
30 土

だいすけお兄さんの世界迷作劇場
2018～2019 SPRING TOUR

30 土
池坊舞鶴支部 いけばな池坊展
31 日

★

3月の休館日

14:00

一般 1500
(公財)舞鶴市文化事業団
学生 500
0773-64-0880
当日は各300増

関係者

小ホール
大ホール

12:30
15:30

全席指定 3000
1歳以上有料

小ホール
展示室

30日10:00～17:00
31日10:00～16:00

無料

4(月)・1１(月)・18(月)・25(月)

舞鶴市選挙管理委員会
0773-66-1044
アークスインターナショナル
0798-34-5377(平日13:00～18:00）
華道家元池坊舞鶴支部

★

