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♪5月のチケット発売♪

友の会先行発売

人形劇団クラルテ 11ぴきのねことあほうどり
◆9月1日(日)13:30開演 総合文化会館大ホール

5月25日(土)チケット発売
会館窓口
9:00～
電話予約 11:00～

全席指定 （前売）一般

2,000円
小学生以下 1,000円〈各税込〉
当日は各500円増
※2歳以上有料。2歳未満は保護者1名につき1名膝上鑑賞無料。
チケット発売
6月1日（土） 会館窓口 9:00～
電話・PG・オンラインチケット 11:00～
【友の会】チケット発売 5月25日（土）会館窓口
9:00～
電話予約 11:00～
※前売のみ1会員様4枚まで1割引き

♪ チケット前売情報
©馬場のぼる(こぐま社刊)

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)10:30・14:30 ２回公演 総合文化会館大ホール
全席指定

（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。
主催
共催

(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（平日のみ）
(公財)舞鶴市文化事業団

◆ ﾌｧｯｼｮﾝﾓﾃﾞﾙ 藤原弘子ﾄｰｸ&ｳｫｰｷﾝｸﾞﾚｯｽﾝ
現役モデルから美しい歩き方を学びます

ⓒ石森プロ･テレビ朝日･ADK･東映

参加者募集‼

●日 時 6月15日(土） 13:30～15:30
■会 場
■対 象
■参加料
■定 員
■申込み

総合文化会館 小ホール
高校生以上
1,000円
50名 ※募集締切り6月15日（土）。ただし、定員になり次第締切り。
会館窓口または電話でお申し込み下さい。 (TEL)0773-64-0880

藤原弘子（舞鶴出身）

◆ MAIZURU CITY COLLECTION 2019【舞鶴シティコレクション2019】
市民ファッションモデル募集

参加者募集‼

募集締切り…7月15日(月・祝)

●日 時 8月17日(土） 13:30開演
■会 場
■対 象
■参加料
■定 員
■申込み

総合文化会館 小ホール
4歳以上
高校生以上 1,500円
中学生以下 1,000円
100名 （キッズコレクションの部30名、学生コレクションの部20名、カジュアルコレクションの部50名）
会館窓口または電話でお申し込み下さい。
(TEL)0773-64-0880

舞鶴プランナーズ'21事業

※定員になり次第締め切り

参加者募集‼

◆コミュニティコンサート・作品展
音楽活動を積極的に行っている音楽家・音楽団体を支援し、その成果を発表する場を提供することにより、演奏
者と聴衆が気軽に音楽を楽しんでいただけるコンサートを開催します。
また、作品展は絵画・写真・工芸等の創作活動を積極的に行っている個人、団体に発表の場を提供し育成・支援を行う
ものです。作品展とコンサートを同時に開催し、より多くの市民の皆さまが作品や音楽を鑑賞し、文化芸術に接していただ
く機会とすることを目指します。
●コンサート（小ホール）[各回 4団体募集]
●作品展（展示室）[各回 2団体募集]
第1回 7月 7日(日)・ 第2回 9月 8日(日)
第1回 7月 6日(土) ・ 7日(日)・第2回 9月 7日(土) ・ 8日(日)
第3回 12月15日(日)
第3回 12月14日(土) ・15日(日)
【お問合せ】舞鶴市総合文化会館 舞鶴プランナーズ'21
(TEL)0773-64-0880
(FAX)0773-62-4867

◆ 陶芸講座受講者募集

会場…舞鶴市陶芸館 (舞鶴市字岡安3-2 青葉山ろく公園内)

【お問合せ・申込み】舞鶴市陶芸館 （TEL）0773-64-3263
※友の会会員は講座料金10％引
●講座 開始日の1週間前まで受付（多数の場合は抽選） ●教室 実施日の1ヵ月前より先着順に受付

舞鶴市文化事業団「友の会」会員募集‼

陶芸館利用料金の割引もあります!!

【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) ●陶芸館の利用料金、指定する講座受講料の割引
●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・陶芸館に備付け)に記入し、年会費を添えて各館窓口まで。

チケット発売中！

第5回

◆6月2日(日)14:00開演

◆5月26日(日)11:00・14:30

総合文化会館小ホール 全席自由

2回公演
総合文化会館小ホール 全席自由

（前売） 2,000円 当日は500円増
高校生以下 1,000円
出演…桂文也、桂恩狸、笑福亭飛梅

（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

ちゃった落語会

（舞鶴出身）

トリミング＆ペットショップ
WAN！チャンス (℡)0773-60-6416

主催・お問合せ

笑福亭飛梅後援会
カットハウスG (℡)0773-62-6286

●5月 Event Information
舞鶴市総合文化会館
月

日 曜日

催

物

名

間

入場料(税込･円) 他

水
木
土 憧れのスタインウェイを弾いてみよう！
日
月

大ホール

9:00～21:00

要申込
１時間 1,000

8

水 みどりのカーテン ゴーヤの苗配布・育成講座

小ホール

10:30

無料
先着150名

展示室

10:00～18:00
12日17:00まで

無料

大ホール

13:00

関係者

朗読ボランティアこだま会
第17回朗読コンサート

小ホール

13:00

無料

12 日 きょうされん京都支部総会

大ホール

10 金
～ ～ 高井晴美 陶展
12 日
11 土 日星高等学校創立90周年記念行事
5
月

時

1
2
4
～
6

11 土

12 日 ボードゲーム体験会「ファミボド舞鶴」
16 木

東公民館 いきいきセミナー開講式
キューピー講演会「楽しく食べて、健康に」

24 金 子育てサポート教室「らくらくヨーガ」
26 日

20匹の犬たちのサーカス･ショー
「わんわん大サーカス」

★

5月の休館日

和

室

小ホール

13:30

小ホール 10:00～11:30
小ホール

11:00
14:30

高校生以上

(公財)舞鶴市文化事業団
0773-64-0880
まいづる環境市民会議事務局
生活環境課 0773-66-1064
高井晴美
日星高等学校

0773-75-0452

朗読ボランティアこだま会
後藤 0773-76-6150

関係者
9:30～17:00

主催・問合せ先TEL

まいづる作業所
300

0773-68-0080

ばんろっほ@遊脳計画

yunopj@gmail.com

要申込

舞鶴市東公民館

0773-62-1237

要申込

舞鶴市東公民館

0773-62-1237

前売 大人 1800
トリミング＆ペットショップ
3歳～高校生 800
ＷＡＮ！チャンス 0773-60-6416
当日は200増

7(火)・13(月)・20(月)・27(月)

★

