≪12 月の主な行事≫
日程
1(土)

2(日)

※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｡詳細は主催までお問い合わせください。
行事名

場所・時間

混声合唱団 クール・ジュネス 20 周年演奏会

プラムホール
14:00

同志社学生混声合唱団C.C.D.

プラムホール
15:00

第66 回定期演奏会
F.crew Dance Party ～温かく見守ってくだ祭～

8(土)
9(日)

といろ展
第七回城陽市国民文化祭記念事業

9(日)

京都和太鼓フェスティバル in 城陽
佛教大学混声合唱団

第49 回定期演奏会
14(金)

15(土)
16(日)

20(木)
21(金)

22(土)

パルクシネマ 94
妻よ薔薇のように(家族はつらいよⅢ)
京都教育大学管弦楽団

第49 回定期演奏会
子どもからお年寄りまでをつなげるプロジェクト 2018
ティータイム・クリスマス・コンサート
村上智堂・松本千束(ヴァイオリン・ピアノ)
柏木夢乃・大島快晴・鶴我日向子(ヴァイオリン・フルート・ピアノ
辻川康子(ピアノソロ)／東辻純(ピアノソロ)

080-1526-5154
南山城学園 円・和

無料

0774-52-0425
城陽市国民文化祭記念事業和太鼓実行委員会事務局
0774-56-4047

無料

ふれあいホール
500 円
佛教大学混声合唱団
※申込等詳細は主催まで
080-3891-3609(北川)
17:30
プラムホール
(公財)城陽市民余暇活動センター
自由席前売 900 円
①10:30
当日 1,000 円(友の会900円)
0774-55-1010
②14:00
京都教育大学管弦楽団
プラムホール
無料
18:30
080-9033-9399(団長)
子どもからお年寄りまでをつなげるプロジェクト実行委員会
市民プラザ
無料(有料ブースもあり)
10:30～16:00
0774-55-1030
無料
ふれあいホール
14:30

(公財)城陽市民余暇活動センター
自由席 500 円(飲物付)

未就学児入場無料(飲物無)

※チケットはコンサート当日
の 13:45 からふれあいホール
入口で販売します。

なでしこふれあいフリーマーケット
京都教育大学吹奏楽部

第33 回定期演奏会
五里²クラフト ピクニック
ピアノ発表会
26(水)

F.crew

無料

最終日はワンコインコンサートです。
22 日にお越しの方にはハッピーくじをご用意しています！

第25 回記念定期演奏会

23(日・祝)

主催・連絡先
混声合唱団 クール・ジュネス
無料
0774-58-0268(松田)
自由席 web前売800円 同志社学生混声合唱団 C.C.D.
当日 1,000 円
090-4565-4531(上野)
高校生以下無料 HP:https://ccdoshisha.jimdo.com

森澤博(ピアノソロ)

龍谷大学交響楽団
22(土)
24(月・振)

ふれあいホール
13:00
市民プラザ
8 日…9:00～22:00
9 日…9:00～15:00
プラムホール
13:00

料金

じんけんシネマ in じょうよう
シ

ン

グ

人権啓発展示や映画「SING」上映会

プラムホール
18:00
市民プラザ
10:00～15:00
プラムホール
18:00
市民プラザ
10:00～15:00
ふれあいホール
13:30
ふれあいホール
パネル展示…13:00
映画…13:30～15:30

0774-55-1010

無料

龍谷大学交響楽団

※3 歳未満入場不可

080-6175-5202(上田)

無料

なでしこふれあいマーケット協会

無料

京都教育大学吹奏楽部

0774-86-5328
070-5509-6147(井口)
五里²のさと手づくりの会

無料

090-2596-3586
北澤雅恵

無料

090-9621-5633

無料
※12/11(火)9:00～市民活動支
援課 他で映画鑑賞整理券配布
先着順 1 人4 枚まで

城陽市役所 市民活動支援課

0774-56-4001

≪プラネタリウム≫ 西館 4 階 ☎0774-55-7667 ☆チケットの申込・お問合せはプラネタリウムまで☆
日程
土曜
日曜
祝日

1(土)

行事名

☆プラネタリウム投映(約 60 分)
〔前半〕その日の星空の紹介 〔後半〕全天周プラネタリウム番組
①「ポケットモンスター サン&ムーン プラネタリウム」
②「ウォーキング with ダイナソー 太古の地球へ」
③「小さな世界はワンダーランド タイニージャイアント」

疎水寄席 in プラ☆ネタリウム
本格的社会人落語でどうだ 笑っていただきましょう！

場所・時間

コスモホール
1 日 3 回の
定時投映
①11:00～
②13:30～
③15:30～

料金

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
※20 名以上で団体割引あり

(各回15分前開場)

コスモホール
18:00

前売 500 円
当日 600 円

≪プレイルーム≫ 西館地階 ☎0774-55-1900
日程

行事名

場所・時間

料金

7(金)

プレイルーム クリスマス会

市民プラザ
9:50～11:00

※電話・来館にて申込

プレイルーム
10:30～11:30

※電話・来館にて申込

16(日)

京都教育大学児童文化研究会さわらびによる工作教室
「画用紙で作るクリスマスツリー」
京都教育大学児童文化研究会さわらびによる人形劇など
「本当の勇者」

第 3 会議室
14:00～15:00

無料(要申込)
無料(要申込)

無料

11 月 24 日現在

≪城陽市立図書館≫ 西館 1・2 階 ☎0774-53-4000
日程
1(土)
8(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

図書館 1 階おはなし室
15:00

「おはなしの森」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

15(土)
16(日)
22(土)

無料

図書館 1 階おはなし室
11:00

「とんがりツリー」を作ろう！ 持ち物：はさみ・のり

子どもライブラリースペシャル 親子でわらべうた
9(日)

料金

第 3 会議室
14:00

親子ふれあい遊び・身体をつかった遊びなど、みんなで楽しめるわらべうた教室
講師：奈良市音声館わらべうた講師 葺石佐知子 氏

子ども映像ライブラリー 図書館所蔵の DVD を上映
「ぼくは王さま ぞうのたまごとにせもの王さま」

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

無料
※幼児とその保護者対象

図書館 1 階おはなし室
15:00

無料
※先着 20 名程度

図書館 1 階おはなし室
11:00

無料

図書館 1 階おはなし室
11:00

≪寺田コミュニティセンター≫ 西館 3 階 ☎0774-55-0010
日程
9(日)
14(金)
23(日・祝)

行事名

場所・時間

料金

カラフルで可愛いアイシングクッキー作り
～クリスマスを楽しもう♪～
ポーセラーツ教室
～和柄のうつわでおもてなし～
ほっとシアター(アニメ)
「ルドルフとイッパイアッテナ」

会議室 1・2
10:00

材料費 400 円
※材料費を添え来館にて申込

美術工芸室
10:00

※材料費を添え来館にて申込

材料費 1,300 円

会議室 1・2
13:30

無料(要整理券)
※12/2～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
通年

行事名

場所・時間

常設展示
城陽市歴史民俗資料館特別展示室
JOYO エコミュージアム 平成 30 年度秋季特別展 10:00～17:00(入館は 16:30 まで)
～
16(日) 「奥田駒蔵とメイゾン鴻乃巣-寺田出身の青年が作った大正文士のサロン-」
平成 30 年度秋季特別展関連事業
城陽市歴史民俗資料館特別展示室
9(日)
14:00～15:00
ギャラリートーク(学芸員による展示解説)
勾玉をつくろう！

城陽市歴史民俗資料館工作室
13:30～16:30(15:00 受付終了)

体験教室～身近な材料を使ってつくろう！～
「お正月の箸袋とポチ袋！」

城陽市歴史民俗資料館
工作室前フロアー
13:30～16:00(13:00～15:00受付)

まがたま

16(日)

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。

無料(ただし、入館料必要)
おとな 200 円、小・中学生 100 円
先着 15 名 対象：小学生以上、小学2 年生以下は保護者同伴

材料費 300 円
先着15 名程度 対象：小学生以上

点灯期間：2018 年 12 月 1 日(土)～2019 年 1 月 26 日(土) 17 時～21 時

文パル名物『ミニ屋台村』開催!!
☆日時：12 月 22 日(土) 17 時～20 時 ☆場所：文化パルク城陽 北玄関前広場
◎綿菓子、肉まん、きつねうどん、梅チヂミ、お菓子、焼鳥、ビール、日本酒など盛りだくさん！
◎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。
※内容は、変更になる場合がございます。申込方法・料金等の詳細は主催までお問い合わせください。

