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第十三回 舞鶴寄席
◆7月10日(金)18:30開演 総合文化会館大ホール
（お客様同士の間隔を確保するため会場を変更させていただきます）

全席自由席 （前売）一般 1,500円
学生
500円〈各税込〉 当日は各300円増
【友の会】前売のみ1会員様2枚まで1割引き
※未就学のお子様はご入場いただけません。
本公演は3月15日(日)の振替公演です。
3月15日(日)の公演チケットをお持ちの方は
そのままご入場いただけます。

出演

桂米團治、笑福亭遊喬（舞鶴出身）
桂三扇（福知山出身）、桂慶治朗

※新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い
・人との距離を確保するため、座席は隣との間を１席空けてお座りください。
・マスクの着用及び咳エチケットにご協力をお願いたします。
・37.5℃以上の発熱や体調不良がある場合はご来館をお控えください。
・万一感染が発生した場合に備え、お客様の氏名、連絡先の提供にご理解・ご協力
をお願いいたします。

♪7月のチケット発売♪

日本センチュリー交響楽団 舞鶴公演
◆9月20日(日)15:30開演 総合文化会館大ホール

7月11日(土)発売
会館窓口 9:00～
電話予約・PG・ｵﾝﾗｲﾝ10:00～

全席指定 (S席)一般 3,500円
高校生以下1,500円
(A席)一般 2,300円
高校生以下1,000円 〈各税込〉
※未就学のお子様はご入場いただけません。
※友の会会員は、S席のみ1会員様2枚まで1割引き(公演前日まで)
指揮/ヤーノシュ・コヴァーチュ

〈チケット発売〉 7月11日(土)
【友の会】チケット先行発売
7月4日(土) 会館窓口 9:00～
●予定曲目

電話予約 10:00～

チャイコフスキー/バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲
ショスタコーヴィチ/交響曲第5番 他

(c)s.yamamoto

※新型コロナウイルスの影響により、出演者、演奏曲目が変更になる場合がございます。
※感染防止に配慮した座席配置で販売させていただきます。

夏休み特別企画

8月2日（日）

劇場のひみつ

～総合文化会館を探検しよう!!～

総合文化会館大ホール

①10時30分 ②13時30分 （約75分）
普段は見ることのできない場所や舞台装置を見たり、触れたり、動かしたり。みんなの知らない総合文化会館のウラ側を
公開します。
■対象：どなたでも参加いただけます。
※小学生以下のお子様は保護者の同伴が必要
■定員：各回20人程度
※定員になり次第締切り
■参加費：無料
※募集期間 7月2日(木)～ 先着順
■お申込み：電話又またはFAXでお申込みください。
(TEL)0773-64-0880
(FAX)0773-62-4867

※開催予定の催しは、新型コロナウイルス感染の状況や感染拡大防止のため延期、中止になる場合がございます。
※マスクの着用及び咳エチケットにご協力お願いいたします。

※マスクの着用及び咳エチケットにご協力お願いいたします。

令和2年度 舞鶴市陶芸館 陶芸講座・教室のご案内
コース

陶

芸

体

手びねり

陶

日

手びねり

験

8/19、8/26、9/2、9/9、9/16
(施釉) 10/14
8/19、8/26、9/2、9/9、9/16
(施釉) 10/14
(成形) 10/27、10/30、11/3
(削 り) 11/10、11/13
(施釉) 1/8 または 1/15
(成形) 9/30
(絵付け) 11/4、11/11、11/18
(施釉) 11/25
8/19、8/26、9/2、9/9
(施釉) 10/28
9/20、9/27、10/4、10/11
(施釉) 11/8
9/30、10/7、10/14、10/21
(施釉) 11/18
11/25、12/2、12/9、12/16
(施釉) 1/13

初級

中級

絵付け
※初級修了､作陶経験者対象

講
座
ろくろ

ろくろ

初級

中級

※初級修了者

親子手びねり
(小学生+保護者)

親子ろくろ

陶

(小学生+保護者)

芸

定員

水曜日 全6回

14:00～16:00

15人

水曜日 全6回
(夜間)

19:00～21:00

15人

火・金曜日
全6回

14:00～16:00

10人

水曜日 全5回

14:00～16:00

15人

水曜日 全5回
(夜間)

19:00～21:00

5人

日曜日 全5回

09:30～11:30

5人

10,000円

水曜日 全5回

09:30～11:30

5人

水曜日 全5回

09:30～11:30

5人

② 9/12(土)

①10:00 ②14:00

各8組

①8/09(日)

② 9/13(日)

①10:00 ②13:30 ③15:00

各3組

(成形) 10/31(土)

(成形～削り)

(削 り) 11/01(日)

教

ものづくり ｢干支･丑｣

①10/18(日)

室

ものづくり ｢ひな人形｣
一日ろくろ

9:30～11:30

②10/25(日)

金

(小人) 800円

①8/08(土)

器をつくろう！

料

(大人)1,100円

講座や教室、団体利用のない日に体験できます(随時予約受付)

※初級修了､作陶経験者対象

芸

程

10人

①10:00 ②14:00

各16人

12/06(日)

①10:00 ②14:00

各16人

11/29(日)

①10:00 ②13:30 ③15:00

各3人

9,000円
※材料費別途

7,500円
※材料費別途

8,000円
※材料費別途

(大人)1,400円
(小人)1,100円
(1組)2,200円
(大人)3,200円
(小人)2,600円
(大人)1,400円
(小人)1,100円
(作品大)2,100円
(作品小)1,400円

※上記には陶芸館の利用料金が含まれます。都合により日程等が変更になる場合があります。

【お問合せ・お申込み】舞鶴市陶芸館 （TEL・FAX）0773ｰ64ｰ3263
●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ヶ月前から先着順に受付
※舞鶴市文化事業団友の会会員は講座料金10%引
※詳しくは陶芸館までお問合せください。

♪ 7月・8月
月

7
月

8
月

日 曜日

Event Information
催物名

会場

時間

入場料(税込・円)他

大ホール

18:30

前売 一般1,500
学生 500
当日は300増
無料

主 催・問合せ先TEL

10

金 第十三回舞鶴寄席

16

木 いきいきセミナー

展示室

13:30

26

日 子どもスイーツデコ

展示室

10:00

2

日 ～総合文化会館を探検しよう！！～
月 T-BOLAN LIVE HEAVEN 2020
祝 「the Best」～繋～

大ホール

10:30
13:30

要申込7/17締切り
材料費 1,000
定員各20名先着順
無料 要申込

大ホール

18:00

6,800

㈱CALARS 0773-24-2822

20

木 いきいきセミナー 人権セミナー

小ホール

13:30

無料

舞鶴市東公民館 0773-62-1237

21

金 子育てサポート「親子でうんどう遊び」

小ホール

10:00

10

夏休み特別企画

劇場のひみつ

人権フェスタ2020 星空映画上映会

無料
要申込
市内在住100人限定
無料 要申込

舞鶴市文化事業団 0773-64-0880
舞鶴市東公民館 0773-62-1237
舞鶴市東公民館 0773-62-1237
舞鶴市文化事業団 0773-64-0880

舞鶴市東公民館 0773-62-1237

北側階段
18:50
人権啓発推進室 0773-66-1022
土 「ぼくはうみがみたくなりました」
雨天小ホール
◆7月の休館日◆ 7月6日(月)・13日(月)・20日(月)・27日(月)
◆8月の休館日◆ 8月3日(月)・11日(火)・17日(月)・24日(月)・31日(月)
※開催予定の催しは、新型コロナウイルス感染の状況や感染拡大防止のため延期、中止になる場合がございます。

29

