≪8 月の主な行事≫
日程

※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｡
行事名

5(土)

パルクシネマ 86
「湯を沸かすほどの熱い愛」
ピアノ発表会

6(日)

大人のピアノコンサート

4(金)

13(日)

城陽市音楽団 第13 回ファミリーコンサート
第 2 回国際ダンスコンクール
国際ペルー伝統舞踊マリネラコンクール
※ロビーにてグルメフェスタ開催(入場無料)

17(木)
19(土)
20(日)
20(日)

22(火)

24(木)

ティータイムコンサート
フルート・ヴァイオリン・ピアノとピアノソロ
なでしこふれあいフリーマーケット
関西フィルハーモニー管弦楽団
第 7 回城陽定期演奏会
ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史
あっ、なるほど！“目から鱗”の音楽講座
①ジャズ・音楽の仕組み「聖者の行進」ほか
中学生が学ぶ！
薬物乱用防止シンポジウム

場所・時間

入場料金

主催・連絡先

プラムホール
①10:30②14:00

前売 900 円
当日 1,000 円
(友の会 900 円)

(公財)城陽市民余暇活動センター
京都映画センター

ふれあいホール
12:30
ふれあいホール
10:00
プラムホール
13:30

小森絹子

無料

075-632-3794
梶原ピアノ教室

無料

0774-56-5707
城陽市音楽団(中原)

無料

090-4272-3822

ふれあいホール
1 部 12:00～15:00
2 部 15:30～18:00

各部 2,000 円
18 歳以下無料

ふれあいホール
14:30

無料

市民プラザ
10:00～15:00

無料

プラムホール
14:00(13:20 開場)

0774-55-1010

ジャケリーネ・タマナハ

080-9473-1167

(公財)城陽市民余暇活動センター

0774-55-1010
なでしこふれあいマーケット協会

0774-86-5328

一般 4,000 円
(公財)城陽市民余暇活動センター
関西フィルハーモニー管弦楽団
(友の会 3,500 円)
0774-55-1010
学生(25 歳以下)2,000 円

ふれあいホール
14:30

1 回券 1,000 円
通し券 4,500 円

ふれあいホール
14:00～16:30

無料・要申込

ふれあいホール
18:00
ふれあいホール
13:00

(公財)城陽市民余暇活動センター
読売新聞わいず倶楽部

0774-55-1010

京都府警察本部 少年サポートセンター

075-551-7801
CK ミュージックポピュラージャズ研究会

25(金)

第３回 バンド甲子園

26(土)

城陽狂言同好会 10 周年記念発表会

29(火)

ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史
あっ、なるほど！“目から鱗”の音楽講座
②ジャズ前半「12 番街のラグ」「茶色の小瓶」ほか

ふれあいホール
14:30

参加費 1,000 円

東ピアノ教室 大人の発表会 No2

ふれあいホール
13:00

無料

30(水)

500 円

0774-39-4567
城陽狂言同好会
0774-52-5512

無料

(公財)城陽市民余暇活動センター
読売新聞わいず倶楽部

0774-55-1010
あずまエレクトーン・ピアノ教室
0774-54-0430

≪プラネタリウム≫ 西館 4 階 ☎0774-55-7667
日程

行事名

場所・時間

夏休み
期間中
(8/30 まで)

☆プラネタリウム投映(約 60 分)
星空の紹介－8 月の星空説明 と
全天周デジタルプラネタリウム番組
①「妖怪ウォッチ プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！」
②「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 3～地球のふしぎ～」
③「オーロラナイト」

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)

8 月末まで

5(土)

中垣哲也 オーロラ写真展
プラネでコンサート
サックスとクラリネット-JAZZ と星空日常を離れて癒しの空間でお楽しみください

コスモホールロビー
10:00～12:00、13:00～16:50
コスモホール
18:00

入場料金

おとな 600 円(高校生以上)
こども 300 円(4 歳以上～中学生)
3 歳以下無料
※20 名以上で団体割引あり
※個人での観覧は予約不要(団体観覧は要予約)

無料
前売 500 円、当日 600 円
※プラネタリウム窓口で販売中

平成 29 年 7 月 25 日現在

≪城陽市立図書館≫ 西館 1・2 階 ☎0774-53-4000
日程
5(土)

10(木)

20(日)

26(土)

行事名

子どもライブラリー おはなしオルゴール
「AET(英語の先生)」による英語絵本の読み聞かせやゲームなど
子ども映像ライブラリー
「生命大躍進 第1 章 そして“目”が生まれた」
図書館所蔵の DVD を上映 ※小・中学生対象
子どもライブラリー おはなしオルゴール
「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
子どもライブラリー おはなしオルゴール
「城陽おはなしサークル」による絵本の読み聞かせなど

場所・時間

料金

図書館 1 階おはなし室
11:00

無料

図書館 1 階おはなし室
無料
14:00
先着 20 名程度

図書館 1 階おはなし室
11:00

無料

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

行事名

場所・時間

料金

3(木)

夏休みの宿題応援
紙をくるくる巻いてひまわりのミニ額を作ろう♪

美術工芸室
10:00

500 円(小学生)

26(土)

ほっとシアター「高台家の人々」

会議室 1・2
13:30(13:00 開場)

※材料費を添え来館にて申込

無料
※8/2～寺田コミセンにて整理券配布

≪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

平成 29 年度夏季企画展・市民参加型展示 城陽市歴史民俗資料館特別展示室
10:00～17:00
「マイ・ミュージアム-市民のコレクション-」 (入館は 16:30 まで)
夏季企画展関連事業
城陽市歴史民俗資料館特別展示室
11(金・祝) ギャラリートーク「わたしの実践整理学」
14:00～15:00
講師:澤井敏郎氏
城陽市歴史民俗資料館工作室
夏季企画展関連事業
23(水)
13:30～16:00
ふれあい教室「オリジナル生地でつくっちゃおう！」
(13:00～受付開始)
～
27(日)

4(金)
18(金)
25(金)

5(土)

10(木)

勾玉をつくろう！

城陽市歴史民俗資料館工作室
13:30～15:30

考古学教室 第５回
「埴輪をつくろう！＆土器をつくろう！」
講師:志津川陶芸教室 梅原武平氏
考古学教室 第６回
「縄文クッキーをつくろう！
＆火起こし体験」

城陽市歴史民俗資料館
寺田コミセン美術工芸室
13:30～16:00
(13:00～受付開始)
寺田コミセン調理実習室他
13:30～16:00
(13:00～受付開始)

料金

《入館料》
おとな 200 円 小・中学生 100 円
※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 。
※プラネタリウムのチケット提 示 で、割 引 あり。

参加費 600 円
※8/2(水)10 時～電話か来館にて申込
対象：小学校高学年以上

おとな 200 円 小・中学生 100 円
※電話か来館にて申込。先着 15 名。
対象：小学生以上(小学 2 年生以下は保護者同伴)

受付終了しました

≪9 月の主な行事≫
日程

※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｡
行事名

地域子育て支援センター事業 劇場公演
3(日)

「楽しい音楽ショーとミュージカル」
ひとときコンサート
琴城流 大正琴 くら、三曲 都会、京本梢バレエ教室
ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史

5(火)

あっ、なるほど！“目から鱗”の音楽講座
③ジャズ後半「Take Five」「慕情」ほか

9(土)

10(日)

消防・救急フェア
京田辺市制20 周年記念コンサート

Ensemble Kyotanabe-アンサンブル京田辺ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史

12(火)

あっ、なるほど！“目から鱗”の音楽講座
④ポピュラー前半「愛の讃歌」ほか

KATSU☆SONiC☆2017
16(土)

16(土)
17(日)
17(日)

DO スマイルミーティング 2017
スポーツチャンバラ教室、ヨガ教室、救命講習会、ミニアート展 ほか
第21 回京都府高等学校演劇連盟南部支部大会
(兼 第30 回京都府高等学校演劇大会予選)

劇夏祭
ピアノ発表会
墨染交響楽団 第22 回定期演奏会

18(月・祝)

鈴33 周年記念 鈴♡歌祭り
五里²クラフト Picnic
第9 回 大人のバレエ&ダンス・フェスティバル

24(日)

ロビー・マルシェ同時開催

第32 回 歌謡のつどい 歌謡発表会
ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史
27(水)

あっ、なるほど！“目から鱗”の音楽講座
⑤ポピュラー後半「私の青空」「上を向いて歩こう」ほか

ティータイム・ワンコイン・コンサート
Non Tanto(高井直子・丹羽ひとみ)
30(土)

第1 部のテーマは「イケメン作曲家の競演」、ピアノ連弾をお楽しみください

なでしこふれあいフリーマーケット

場所・時間

入場料金

主催・連絡先

プラムホール
14:00

無料・要整理券

市民プラザ
14:00

無料

0774-56-4036
城陽市文化協会

0774-55-1210

ふれあいホール
参加費 1,000 円
14:30
市民プラザ
13:30

城陽市役所 福祉保健部 子育て支援課

(公財)城陽市民余暇活動センター
読売新聞わいず倶楽部

0774-55-1010
城陽市消防署

無料

0774-54-0150
アンサンブル京田辺

ふれあいホール
14:00

無料

080-2402-3539(伊藤)
090-4309-0816(金原)

(公財)城陽市民余暇活動センター
ふれあいホール
読売新聞わいず倶楽部
参加費 1,000 円
14:30
0774-55-1010

ふれあいホール
10:00

無料

市民プラザ
10:30～15:00

無料

プラムホール
10:00

KATSU☆SONiC

090-4290-1191
障害者支援施設 DO

0774-55-8800
京都府高等学校演劇連盟南部支部
(京都橘高校内)

無料

075-623-0066

ふれあいホール
13:30
プラムホール
14:00
ふれあいホール
10:00
市民プラザ
10:00～15:00

曽根有美

無料

0774-51-1110
墨染交響楽団

無料

090-1710-9406
鈴コーポレーション

10,000 円

0774-55-4345
五里²のさと手づくりの会

無料

090-3265-7715

プラムホール
15:30

無料・要整理券

ふれあいホール
10:00

無料

有限会社ミル・クレアシオン

0774-55-3439
城陽市文化協会

0774-55-1210

ふれあいホール
参加費 1,000 円
14:30

(公財)城陽市民余暇活動センター
読売新聞わいず倶楽部

0774-55-1010

500 円
ふれあいホール ※当日の 13 時～ (公財)城陽市民余暇活動センター
0774-55-1010
ふれあいホール入口
14:30
で販売します

市民プラザ
10:00～15:00

無料

なでしこふれあいマーケット協会

0774-86-5328

≪プラネタリウム≫ 西館 4 階 ☎0774-55-7667
日程

土日
祝日

9 月～
10 月

行事名

☆プラネタリウム投映(約 60 分)
星空の紹介－季節の星空説明 と 全天周デジタルプラネタリウム番組
①「ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に～」
②「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検 3～地球のふしぎ～」
③「イルカの星 PLANET of DOLPHINS」

モンゴル写真展
0歳からのプラネタリウム「ぺんぎんたいそうはじめるよ」

7(木)

みんなでぺんぎんたいそう、他 2 冊の本の読み聞かせ
パパ、ママは季節の星空を楽しんでください

場所・時間

入場料金

おとな 600 円(高校生以上)

コスモホール
1 日 3 回の定時投映 こども 300 円(4 歳以上～中学生)
3 歳以下無料
①11:00～ ②13:30～
※20 名以上で団体割引あり
③15:30～(各回15分前開場)

※個人での観覧は予約不要(団体観覧は要予約)

コスモホールロビー
10:00～12:00、13:00～16:50
コスモホール
11:00～11:45
(15 分前開場)

無料
おとな 480 円、こども 240 円
※電話か来館にて申込

≪プレイルーム≫ 西館地階 ☎0774-55-1900
日程

平成 29 年 8 月 25 日現在

行事名

場所・時間

料金

無料

京都教育大学児童文化研究会さわらびによる工作教室

プレイルーム
10:30～11:50

京都教育大学児童文化研究会さわらびによる
パネルシアター・紙芝居・ゲーム
パルクリトルクラブ
15・22 日…2・3 歳コース 29 日…1 歳コース

プレイルーム
13:30～14:30

17(日)

15(金)
22(金)
29(金)

※電話・来館にて申込
対象：4 歳～小学生。定員 20 名
幼児には保護所同伴

無料
無料

プレイルーム
10:00～11:00

※電話・来館にて申込
定員各コース 20 組

≪城陽市立図書館≫ 西館 1・2 階 ☎0774-53-4000
日程
2(土)

9(土)

17(日)

23(土)

30(土)

行事名

場所・時間

子どもライブラリー 3 じのおはなしオルゴール
「古川おはなしの会」による絵本の読み聞かせなど
子どもライブラリー おはなしオルゴール
「図書館職員」による絵本の読み聞かせなど
子どもライブラリー おはなしオルゴール
「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
子どもライブラリー おはなしオルゴール
「城陽おはなしサークル」による絵本の読み聞かせなど
大人のためのおはなし会
「城陽おはなしサークル」による大人が楽しめる朗読など

料金

図書館 1 階おはなし室
15:00

無料
図書館 1 階おはなし室
11:00

図書館 1 階おはなし室
無料
14:00
先着 15 名程度

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

行事名

場所・時間

料金

7(木)

ピザ作り教室～フルーツピザを作る～

調理実習室
10:00

500 円

9(土)

ストレッチボール健康体操

軽運動室
13:30

23(土)

ほっとシアター「東京家族」

会議室 1・2
13:30(13:00 開場)

24(日)

食の安全教室～サプリメントと薬～

会議室 1・2
13:00

28(木)

レジンで作るキーホルダー

美術工芸室
10:00

※材料費を添え来館にて申込

無料
※電話・来館にて申込

無料
※9/2～寺田コミセンにて整理券配布

無料
※9/2～電話・来館にて申込

1,000 円または 1,200 円
※9/2～材料費を添え来館にて申込

≪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

無料
12(火)～
24(日)

アートギャラリー２０１７
入賞作品・審査員賛助出品作品展示

城陽市歴史民俗資料館特別展示室
常設展示室観覧は下記の入館料が必要です。
10:00～17:00
おとな 200 円 小・中学生 100 円
(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 。
※プラネタリウムのチケット提 示 で、割 引 あり。

17(日)

アートギャラリー２０１７関連事業
ギャラリートーク 講師:伊庭新太郎、太田垣實
勾玉をつくろう！

23(土)

体験教室
「古墳時代の王や巫女に変身しよう！」

第４会議室
14:00～16:00

無料

城陽市歴史民俗資料館工作室
おとな 200 円 小・中学生 100 円
※当日 13 時～15 時まで資料館にて申込。先着 15 名。
13:30～15:00
城陽市歴史民俗資料館
受付前集合
13:30～16:00

無料(入館料必要)
※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

