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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い
・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。
・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。

コミュニティコンサート×作品展
明日を彩る作品展

～ART DAY～

書道あかつき会＆あけぼの会
日本手芸普及協会 京都舞鶴

明日を歌うコンサート

◆9月13日(日) 13:30開演
総合文化会館 小ホール

◆9月13日(日) 10:00～16:00

第1部
第2部
第3部
第4部

総合文化会館 展示室

琴修会舞鶴支部(よつば会) (大正琴)
かしまシスターズ (フォークソング)
都山流尺八舞鶴会 (邦楽)
オジャバンド (フォークソング)
チケット発売中！

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
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/原田 慶太楼 ※
●予定曲目

©s.yamamoto

チャイコフスキー/イタリア奇想曲 作品45
チャイコフスキー/バレエ音楽「くるみ割り人形」組曲 作品71a
ショスタコーヴィチ/交響曲 第5番 ニ短調 作品47

※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いております。

※指揮者のヤーノシュ･コヴァー
チュ氏は、新型コロナウイルス
感染症における入国制限の為、
来日が叶わなくなりました。
代わりまして原田慶太楼氏が出
演いたします。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、5月に実施
することができなかった企画の振替えとして実施し
ます。この機会に、ぜひご参加ください。

9/5(土）・6（日）・12（土）・13（日）・22(火・祝)・26(土)・27(日）
（全63枠）
9:00～18：00 総合文化会館大ホール
・対 象 ピアノ歴が1年以上ある方
・参加費 1,000円/1時間
・申込み 窓口またはお電話でお申し込みください。
舞鶴市総合文化会館 ℡0773-64-0880

フルコンサートピアノの最高峰と
言われる「スタインウェイ」を
大ホールで弾いてみませんか！

9月1日(火)より受付

※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。

令和２年度 陶芸講座・教室 参加者募集

会場:舞鶴市陶芸館

※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 陶芸講座・教室 参加者募集
コー ス

陶
芸
講
座

日

※初級修了､作陶経験者対象

絵付け
※初級修了､作陶経験者対象

器をつくろう！

陶
芸
教
室

程

(成形) 10/27、10/30、11/3

手びねり 中級

定員

火・金曜日

(削 り) 11/10、11/13

全6回

(施釉) 1/8 または 1/15
(成形) 9/30
(絵付け) 11/4、11/11、11/18

水曜日 全5回

(施釉) 11/25
(成形) 10/31(土)

14:00～16:00

10人

14:00～16:00

15人

9:30～11:30

(削 り) 11/01(日)

(成形～削り)

会場:舞鶴市陶芸館

10人

ものづくり ｢干支･丑｣

①10/18(日) ②10/25(日)

①10:00 ②14:00

ものづくり ｢ひな人形｣

12/06(日)

①10:00 ②14:00

各16人

料

金

9,000円
※材料費別途

7,500円
※材料費別途
(大人)3,200円
(小人)2,600円
(大人)1,400円
(小人)1,100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。

【お申込み】

陶芸館に直接お申し込みください。

TEL＆FAX：0773-64-3263

●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か月前から先着順に受付。ただし｢ものづくり｣は｢干支｣と｢ひな人形｣同時に受付開始。

♪ 9月・10月
月

Event Information
催物名

日 曜日

3

会場

いきいきセミナー 生活講座

時間

入場料(税込・円)他

13:30

無料

9:00～18:00

1,000/1時間

主 催・問合せ先TEL

5
6

木 「高齢ドライバーのための安全運転教室」 展示室
土 憧れのスタインウェイを弾いてみよう！
大ホール
日

11

金 子育てサポート教室 「ママフラ」

小ホール

10:00

無料

12
13

土 憧れのスタインウェイを弾いてみよう！
日

大ホール

9:00～18:00

1,000/1時間

舞鶴市文化事業団 0773-64-0880

13

コミュニティコンサート×作品展
～ART DAY～
日 「明日を歌うコンサート」
「明日を彩る作品展」

小ホール
展示室

13:30～15:30
10:00～16:00

無料

舞鶴市文化事業団 0773-64-0880
舞鶴プランナーズ'21

16

水 スマホ教室

小ホール

13:30

申込終了

20

日 日本センチュリー交響楽団 舞鶴公演

大ホール

15:30

S席一般3,500 高校生以下1,500
A席一般2,300 高校生以下1,000

舞鶴市文化事業団 0773-64-0880

22

火 憧れのスタインウェイを弾いてみよう！
祝

大ホール

9:00～18:00

1,000/1時間

舞鶴市文化事業団 0773-64-0880

小ホール

13:30

無料

大ホール

9:00～18:00

1,000/1時間

大ホール

13:00

無料

舞鶴市文化協会 0773-64-5109

無料

舞鶴市文化協会 0773-64-5109

無料

京都府中丹文化事業団
0773-42-7705

9
月

24

いきいきセミナー 「童謡や懐かしい歌など

26
27

木 いきいき楽しく歌いましょう！」
土 憧れのスタインウェイを弾いてみよう！
日

4

日 特別合同祭典

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

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

令和2年度総合文化祭 開会式典

10

「歌謡・和太鼓・新舞踊・朗読・演劇」
令和2年度総合文化祭
特別合同祭典「いけ花の祭典」
第34回中丹文化芸術祭
中丹写真展 ～文化の感動～

3
4
10
11
17
18

土
日
土
日
土 令和2年度舞鶴市総合文化祭「芸能祭」
日

21

水 よちよちパークフリーマーケット

22
23
24
25

小ホール
木 歴史講座 「空海と高野山」
金
土 舞鶴市総合文化祭 第35回彩絵画会展 小ホール
日

24

土 舞鶴市中学校文化祭典

31

土 輝け青葉デー 合唱発表会

月

小ホール
展示室

10:00～17:00
10:00～16:00
10:00～17:00
10:00～16:00

大ホール

13:00

無料

舞鶴市文化協会 0773-64-5109

小ホール

10:00～11:30

無料

舞鶴市東公民館 0773-62-1237

13:30

無料

舞鶴市東公民館 0773-62-1237

9:30～17:30

無料

彩絵画会

大ホール

13:00

無料

大ホール

9:30

関係者

小ホール

いきいきセミナー

舞鶴市教育委員会学校教育課
0773-66-1072
舞鶴市立青葉中学校
0773-62-4612

◆ 9月の休館日◆ 9月7日(月)・14日(月)・23日(水)・28日(月)
◆10月の休館日◆ 10月5日(月)・12日(月)・19日(月)・26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。
※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。

