≪12 月の主な行事≫

※行事名、日時、内容等が、主催者の都合により変更になる場合がございます｡

日程

2(土)

行事名

場所・時間

入場料金

第3 回京都南ライフ・ラインクリスマス

大会議室
14:00

無料

城陽市市民活動支援センター開設10 周年記念フォーラム

このまちの市民活動を考える～城陽が続いていくために、城陽にできること～

市民プラザ
14:00

無料

子どもからお年寄りまでをつなげるプロジェクト 2017

市民プラザ
10:30

3(日)

第9 回城陽第九フェスティバル
ラ

ラ

ラ ン ド

8(金)

パルクシネマ 88「LA LA LAND」(日本語吹替え版)

9(土)

三山ひろしコンサート 2017～先進の道～

主催・連絡先
城陽ナザレン協会

0774-52-3513
城陽市市民活動支援センター

0774-55-1030

無料
※一部有料ブース有

一般 3,300 円
友の会 3,000 円
高校生以下1,000 円 (公財)城陽市民余暇活動センター
0774-55-1010
前売 900 円
プラムホール
当日 1,000 円
①10:30②14:00
(友の会 900 円)
S 席(1 階)6,500 円
プラムホール
(株)京都中央企画
A席(2・3階)6,000円
075-251-1788
①13:30②17:30
プラムホール
14:00

※申込等詳細は主催まで

10(日)

洛西アンサンブルフェスティバル
京都大学音楽研究会ハイマート合唱団 第56 回定期演奏会

16(土)

五里²クラフト Picnic
同志社混声合唱団こまくさ 第48 回定期演奏会
17(日)

Music Concert
第30回国際平和ポスターコンテスト 城陽ライオンズクラブ展示会

21(木)

ティータイム・コンサート声楽とピアノの演奏をお楽しみください
京都教育大学吹奏楽部 第32 回定期演奏会

24(日)

なでしこふれあいフリーマーケット
ピアノ発表会
龍谷大学混声合唱団ラポール 第48 回定期演奏会

25(月・祝)

京都ノートルダム女子大学女声合唱団 第51 回定期演奏会

プラムホール
(株)JEUGIA
無料
075-255-2318
13:00
プラムホール
1,000 円
京都大学音楽研究会ハイマート合唱団
080-5023-2591
16:30
※申込等詳細は主催まで
市民プラザ
五里²のさと手づくりの会
無料
090-3265-7715
10:00～15:00
プラムホール
1,000 円
同志社混声合唱団こまくさ
080-6650-8764
15:30
※申込等詳細は主催まで
ふれあいホール
山本ピアノ・エレクトーン教室
無料
0774-24-7950
13:30
市民プラザ
城陽ライオンズクラブ
無料
0774-54-0105
13:00～16:00
(公財)城陽市民余暇活動センター
ふれあいホール
無料
0774-55-1010
14:30
プラムホール
京都教育大学吹奏楽部
無料
http://kyokyosnc.web.fc2.com
18:00
市民プラザ
なでしこふれあいマーケット協会
無料
0774-86-5328
10:00～15:00
ふれあいホール
みもり音楽教室
無料
090-8570-1136
9:45
プラムホール
500 円
龍谷大学学友会学術文化局 混声合唱団ラポール
080-4647-4276
18:30
※申込等詳細は主催まで
ふれあいホール
京都ノートルダム女子大学女声合唱団
無料
090-2893-7524
18:00

≪プラネタリウム≫ 西館 4 階 ☎0774-55-7667
日程

行事名

場所・時間

入場料金

土日
祝日
冬休み
(～12/26)

☆プラネタリウム投映(約 60 分)

コスモホール
1 日 3 回の定時投映
①11:00～ ②13:30～
③15:30～(各回15分前開場)

おとな(高校生以上)600 円
こども(4 歳以上～中学生)300 円
3 歳以下無料

12 月
～2 月
1(金)

6(水)

星空の紹介－12 月の星空説明 と 全天周デジタルプラネタリウム番組
①「オーロラナイト」 ②「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 3～地球のふしぎ～」
③「ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に」

中垣哲也 オーロラ写真展後期展
「オーロラ舞う奇跡の地球に生まれて」

親子で楽しむプラネタリウム
劇「オリオンとさそりのお話」＋お楽しみ＋冬の星空

プラネで絵本の読み聞かせ
パパ、お月さまとって！他3 冊、オカリナの演奏もあります。もちろん冬の星座の紹介も！

コスモホールロビー
10:00～12:00、13:00～16:50
コスモホール
11:15～12:00
コスモホール
10:30～11:15

※20 名以上で団体割引あり。要予約

無料
おとな(高校生以上)480 円
こども(4 歳以上～中学生)240 円
3 歳以下無料
※電話か来館にて申込

≪プレイルーム≫ 西館地階 ☎0774-55-1900
日程

行事名

1(金)

プレイルーム クリスマス会
京都教育大学児童文化研究会さわらびによる工作教室 「牛乳パックで作るくるくるコマ」

17(日)

京都教育大学児童文化研究会さわらびによる人形劇 「サンタさんのプレゼント」

場所・時間

料金

市民プラザ
9:50～11:00
プレイルーム
10:30～11:50
第 3 会議室
14:00～15:00

無料
※電話・来館にて申込

無料
※電話・来館にて申込

無料

≪城陽市立図書館≫ 西館 1・2 階 ☎0774-53-4000

平成 29 年 11 月 23 日現在

日程

行事名

2(土)

子どもライブラリー おはなしオルゴール

9(土)
１4(木)

「青谷小学校えほんとおはなしの会」による絵本の読み聞かせなど

子どもライブラリー こうさくランド

料金

図書館 1 階おはなし室
11:00

無料

「AET(英語の先生)」によるクリスマスにちなんだ楽しい工作 持ち物:はさみ・のり

映像ライブラリー 図書館所蔵の DVD を上映

図書館 1 階おはなし室
無料
14:00
※先着 15 名程度

「京都御所～秘められた千年の美～」

子どもライブラリースペシャル たのしい人形劇
16(土)

場所・時間

第 3 会議室
14:00

「人形劇団くじら」による親子で楽しめる人形劇
変身人形「ペーターとハイジ」・腹話術「カラスのくろちゃん」など

17(日)

子どもライブラリー おはなしオルゴール

23(土)

子どもライブラリー おはなしオルゴール

無料
図書館 1 階おはなし室
11:00

「アンデルセンこばなしの会」による絵本の読み聞かせなど
「城陽おはなしサークル」による絵本の読み聞かせなど

≪寺田コミュニティセンター≫ 西館 3 階 ☎0774-55-0010
日程
2(土)

8(金)

17(日)

行事名

場所・時間

料金

英語で楽しくミニクリスマス会
～AET といっしょにおやつ作りとミニパーティ～
折紙教室
～お正月用ポチ袋と祝い箸袋～
ほっとシアター
「それいけ！アンパンマン ミージャと魔法のランプ」

調理実習室
13:30

350 円
※参加費を添え来館にて申込。小学生対象

会議室 1
13:00
会議室 1・2
13:30(13:00 開場)

受付終了しました
無料
※整理券配布

≪五里ごり館(城陽市歴史民俗資料館)≫ 西館 4 階 ☎0774-55-7611
日程

行事名

場所・時間

料金

城陽市歴史民俗資料館
～17(日)
特別展示室・常設展示室
おとな 200 円、小・中学生 100 円
10:00～17:00(入館は 16:30 まで) ※ただし市 内 在 住 の小 ・中 学 生 、６５歳 以 上 の方 、
身 体 障 害者 手 帳等 をお持 ちの方 は無 料 。
城陽市歴史民俗資料館
21(木)～
※プラネタリウムのチケット提 示 で、割 引 あり。
ギャラリー
1/8(月・祝) ギャラリー展示「正月と正月の遊び」
10:00～17:00(入館は 16:30 まで)
城陽市歴史民俗資料館特別展示室
10(日)
無料(ただし、入館料必要)
秋季特別展ギャラリートーク
14:00～15:00
城陽市歴史民俗資料館工作室
おとな 200 円、小・中学生 100 円
勾玉をつくろう！
※当日 13 時～15 時まで資料館にて申込(先着 15 名)
13:30～15:00
17(日)
城陽市歴史民俗資料館フロアー
無料(ただし、入館料必要)
体験教室「来年の絵馬をつくろう！」
※当日13 時～15 時まで資料館にて申込。小学生以上・先着15 名程度
13:30～16:00

市制施行 45 周年記念事業
平成 29 年度秋季特別展「城陽のお茶」

点灯期間：2017 年 12 月 1 日(金)～2018 年 1 月 27 日(土) 17 時～21 時

文パル名物『ミニ屋台村』開催!!
☆日時：12 月 23 日(土) 17 時～20 時 ☆場所：文化パルク城陽 北玄関前広場
◎綿菓子、甘酒、おでん、肉まん、うどん、梅ちぢみ、駄菓子、焼鳥、日本酒、ビールなど盛りだくさん！
◎みんなで楽しいお餅つき！
◎書籍の無料配布(数量限定)もあります！

17 時～ 城陽市少年少女合唱団 エントランスにてミニコンサート♪
※予定が変更になる場合がございます。

2018 年 1 月行事表は 12 月下旬更新予定です。

