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参加者募集‼

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
◆6月15日(土) 13:30～15:30 総合文化会館小ホール
高校生以上 1,000円 〈税込〉
定 員
50名
※定員になり次第締切り。
申込み 会館窓口または電話でお申し込み下さい。
(TEL)0773-64-0880

♪6月のチケット発売♪

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
全席指定 （前売）一般 2,000円
当日は各500円増

小学生以下

藤原弘子（舞鶴出身）

6月1日(土)チケット発売
会館窓口 9:00～
電話予約･PG･ｵﾝﾗｲﾝ 11:00～

1,000円〈各税込〉

※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。
※友の会会員は前売のみ1会員様4枚まで1割引き

MAIZURU CITY COLLECTION 2019
【舞鶴シティコレクション2019】

◆8月17日(土) 13:30 総合文化会館小ホール
全席自由席

4歳以上

500円 〈税込〉 ※フリードリンク付き
チケット発売
6月15日（土）

ファッションショー ×

食のファッション

ファッションショーでは市民・企業の方にモデルになっていただき、未来へ続く真っ白なランウェイを「自分らしく」歩いていただ
きます。食のファッションでは海の京都の食材を使ったメニューを購入して食べていただき、フードコレクション「海の京都 食のコ
ンテスト」を開催致します！！

★

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
募集締切り…7月15日(月・祝)
参加者募集‼

●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

※定員になり次第締切り

♪ 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)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
(TEL)077-535-9001 10:30～17:30（平日のみ）
(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

◆ 陶芸講座受講者募集

会場…舞鶴市陶芸館

【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

第5回

ちゃった落語会

◆6月2日(日)14:00開演

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 （舞鶴出身）
主催・お問合せ

笑福亭飛梅後援会

木声会合唱団

カットハウスG

第38回演奏会 ～未来への架け橋～

◆6月9日(日)13:30開演
全席自由
主催・お問合せ

(℡)0773-62-6286

総合文化会館大ホール

1,000円 高校生以下無料

木声会合唱団

丘みどり ＆ 純烈

山下

(℡)0773-62-4046

スペシャルコンサート

◆9月19日(木)14:00開演

2019

総合文化会館大ホール

指定

S席 6,480円 [税込]
※未就学のお子様はご入場いただけません

主催・お問合せ

グッドラック・プロモーション㈱

(℡)0120-30-8181

●6月 Event Information
舞鶴市総合文化会館
月

6
月

催

日 曜日

物

名

時

間

入場料(税込･円) 他

小ホール

14:00

前売 2000
当日は500増
高校生以下 1000

木 親と子の交通安全ミュージカル

大ホール

10:00

ご招待

8

日 平成31年度

大ホール

14:00

無料

9

日

大ホール

13:30

15 土 藤原弘子トーク＆ウォーキングレッスン

小ホール

13:30

16 日 舞鶴市吹奏楽連盟 2019サマーコンサート

大ホール

21 金 子育てサポート教室「ズンバ＆ストレッチ」

2

日 第5回

6

ちゃった落語会

主催・問合せ先TEL
笑福亭飛梅後援会
カットハウスG 0773-62-6286

一般 1000
高校生以下無料
1000円
（高校生以上）

京都丹の国農業協同組合舞鶴西支店
0773-75-2288
京都府立西舞鶴高等学校
0773-75-3131
木声会合唱団
山下 0773-62-4046
(公財)舞鶴市文化事業団
0773-64-0880

13:30

無料

まいづる吹奏楽のまちづくり委員会

小ホール

10:00

無料
要申込

23 日 舞鶴歌謡音楽祭

大ホール

10:30

無料

23 日 第43回 ピティナ･ピアノコンペティション

小ホール

中丹通学圏府立高校合同説明会

木声会合唱団第38回演奏会
～未来への架け橋～

27 木 いきいきセミナー
29 土

京都府公立学校共済組合
子育て支援セミナー 親子ふれあい広場

30 日 ピアノフェスティバル

★

展示室

13:30

要申込

小ホール

10:00

関係者

小ホール

6月の休館日

無料

無料

3(月)・10(月)・17(月)・24(月)

舞鶴市東公民館
0773-62-1237
舞鶴歌謡音楽祭大会事務局
小山 080-1486-3063
ピティナ舞鶴支部
0773-42-5555
舞鶴市東公民館
0773-62-1237
(一財)京都府教職員互助組合
075-771-6188
㈱JEUGIA舞鶴店
0773-75-2058

★

