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「11ぴきのねことあほうどり」
◆9月1日(日)13:30開演

2019(R元). 8月28日 発行

コミュニティコンサート
～詩情の秋に寄せて～
◆9月8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
小学生以下 1,000円〈税込〉
当日は各500円増

総合文化会館 小ホール
第1部 ラーフ（和製ブルース）
第2部 リズム＆リズム（ギター弾き語り）
第3部 オカリナ風の音（オカリナ）
第4部 I WILL（チェロ＆ピアノ）

※2歳以上有料。2歳未満は保護者1名につき1名膝上鑑賞可
※友の会会員は前売のみ1会員様4枚まで1割引き
コロッケを作ったり、気球に乗ったり、
あほうどりに追いかけられたり、、、
11ぴきのねこたちの生き生きとした姿
をぜひご覧ください。

入場無料

チケット発売中！

入場無料

オーシャン ビュー ライヴ
◆9月29日(日) 13:30開演 総合文化会館 海側階段
The Last Order(アカペラ）
NAOYA（シンガーソングライター）

畑本Dance School （ジャズダンス）
M.J.B.（フォーク ソング）

木村流 大正琴 チェリーブロッサム
Dance Crane（サックス アンサンブル）

♪9月のチケット発売♪
9月21日(土)発売

令和元年度公共ホール音楽活性化支援事業

クリスマス ハートフル コンサート

愛のあいさつ ～ヴァイオリン・フルート・ピアノのしらべ～
◆12月14日(土)14:00開演 総合文化会館小ホール
全席自由

PartⅡ

一般
1,900円
高校生以下 900円

ヴァイオリン 野口千代光

フルート 永井由比

※当日は各300円増〈各税込〉
※未就学のお子様はご入場いただけません。
【友の会】前売のみ各100円引き
ヴァイオリン、フルート、ピアノのやさしい調べ…

3人の演奏家による13年ぶりの舞鶴公演！

ピアノ 中川賢一

平成31年度京都府地域における舞台芸術振興・次世代体験推進事業

10月5日(土)発売

関西フィルハーモニー管弦楽団 舞鶴公演
◆2020年1月26日(日)15:30開演 総合文化会館大ホール
全席指定 S席 一般 3,000円 高校生以下 1,500円
A席 一般 2,000円 高校生以下 1,000円
※未就学のお子様はご入場いただけません。〈各税込〉
【友の会】S席前売のみ1会員様2枚まで1割引き ※先行発売9月29日(日)
演奏曲目

ロドリーゴ/アランフェス協奏曲

ベートーヴェン/交響曲第6番「田園」
指揮 園田隆一郎

オーケストラを聴こう!!生演奏のすばらしさを体験しよう!!
小･中･高校生50名様を無料ご招待！
この公演は、次世代の文化芸術活動への参加促進、また、優れた舞台芸術を身近に鑑賞
していただくことを目的とし、開催するものです。
この演奏会に小・中・高校生の方50名様をご招待（S席）します。
必要事項をご記入のうえ、必ず往復はがきでお申し込みください。
※同伴ご希望の保護者の方は、入場券(有料)が必要です。
【記入事項】住所、名前、年齢、学校名、電話番号、保護者の同伴有無と人数
※往復はがき1枚につき1名様のみ
【締め切り】10月27日(日) 必着 ※多数の場合は抽選
【送付先】〒625-0036 舞鶴市字浜2021番地 舞鶴市総合文化会館
「オーケストラを聴こう!!」係

ギター 村治佳織

住友生命「Vitality」presents

竹原ピストル 全国弾き語りツアー
◆11月20日(水)19:00開演

It's My Life

●会館先行発売
お一人様4枚まで
9月7日(土)～14日(土)
会館窓口
(初日のみ) 9:00～
電話・ｵﾝﾗｲﾝ予約
〃
11:00～

総合文化会館大ホール
全席指定 4,400円 〈税込〉
※小学生以上チケット必要

●一般発売
9月28日(土) 10:00～

※未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲内で、
周りのお客様のご迷惑にならないようにご覧いただくことを
大前提とさせていただきます。
主催

GREENS

お問合せ(℡)06-6882-1224

共催

平日11:00～19:00

(公財)舞鶴市文化事業団

♪ チケット前売情報

室井滋・長谷川義史しげちゃん一座
絵本ライブショー
◆10月13日(日)14:00開演 総合文化会館大ホール

チケット発売中！

全席指定

(前売)一般 2,700円
中学生以下 1,200円〈税込〉
※当日は各300円増。
※3歳以上有料。2歳以下のお子様は保護者1名に付き1名膝上鑑賞可。

出演

室井滋（女優）、長谷川義史（絵本作家）、大友剛（ピアノ）、岡淳（サックス）
しげちゃんこと室井滋さん、絵本作家・長谷川義史さんの歌や朗読をピアノ奏者・大友剛さん、サッ
クス奏者・岡淳さんのメロディにのせて楽しく、時には切なく絵本の世界を演じます。
お子様はもちろん、大人の方でも楽しめるライブショーです！

由紀さおり50年記念コンサート2019～2020“感謝”
◆11月4日(月・祝)14:30開演 総合文化会館大ホール
全席指定
7,000円 〈税込〉
※未就学のお子様はご入場いただけません。

“夜明けのスキャット”から50年 感謝を込めてお贈りします。

チケット発売中！

チケット発売中！

主催 MIN-ON
共催 (公財)舞鶴市文化事業団
お問合せ 公演事務局(℡)06-6966-8000

スターダスト☆レビューライブツアー

「還暦少年」

◆11月24日(日)17:00開演
総合文化会館大ホール

全席指定 (前売)6,900円 〈税込〉
※未就学のお子様は ご入場いただけません。

当日は500円増

25歳以下、65歳以上の方、障がい者(児)・介助者(障がい者1名に付1名)の方は¥5,900になります。
チケットは定額でご購入下さい。コンサート当日年齢確認出来るもの、障がい者手帳を持参して頂き¥1,000を返
金いたします。ジュニア・シニア割引と障がい者(児)・介助者割引きの併用は出来ません。

主催
共催

◆ 陶芸教室参加募集

スタ☆レビコンサート事務局
(公財)舞鶴市文化事業団

お問合せ(℡)0570-05-5050

会場…舞鶴市陶芸館

9月27日（金）受付開始
【お問合せ・申込み】
舞鶴市陶芸館
（TEL）0773-64-3263

●9月 Event Information
月
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催
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名

時
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入場料(税込･円) 他

主催・問合せ先TEL

1

日

人形劇団クラルテ
１１ぴきのねことあほうどり

大ホール

13:30

一般 2,000
小学生以下 1,000
当日は各500増

4

水

第２回ママパパのための
フリーマーケット大作戦

小ホール

10:00～11:30

入場無料

7

土

舞鶴市小学校科学作品展

小ホール

9:30～16:30

入場無料

8

日

カラオケ

大ホール

12:00

無料

舞鶴アマチュアカラオケ連盟

8

日

コミュニティコンサート
～詩情の秋に寄せて～

小ホール

13:30

無料

(公財)舞鶴市文化事業団
0773-64-0880

11

水

未就学児対象事業

小ホール

無料

両丹私立幼稚園協会

19

木

丘みどり＆純烈スペシャルコンサート2019

大ホール

14:00

指定 S席 6,480
当日指定 A席 4,320
〃
GL 2,000

19

木

東公民館

展示室

13:30

無料

舞鶴市東公民館
0773-62-1237

22

日

第37回丹後民踊まつり

大ホール

13:00

無料

日本民踊研究会丹後支部

23

月
祝

ムーンライト スウィング オーケストラ
～不滅のグレンミラーサウンド～ in 舞鶴

小ホール

14:00

一般3,000 学生2,000
当日 500増

29

日

オーシャン

北側階段

13:30

日

第33回コーラスフェスティバル
（合唱講習会）

29

演歌の花道

いきいきセミナー

ビュー

ライヴ

★

9月の休館日

小ホール

講習会
演奏会

10:00
13:30

無料
講習会 1,000
演奏会 無料

2(月)・9(月)・17(火)・24(火)・30(月)

(公財)舞鶴市文化事業団
0773-64-0880
ママフり実行委員会
いしづか 050-7126-0247
舞鶴市学校教育課
0773-66-1072

グッドラック・プロモーション㈱
0120-30-8181

大西
080-2401-4265
(公財)舞鶴市文化事業団
0773-64-0880
舞鶴合唱連盟
山下 0773-62-4046

★

