≪6 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

場所・時間

綾小路きみまろ 笑撃ライブ 2018
2(土)

13(水)

16(土)

入場料金

S 席(1・2 階)5,500 円
A 席(3 階)5,000 円 (公財)城陽市民余暇活動センター

プラムホール
14:00(13:00 開場) ※文パル友の会会員は

アンサンブルコンサート

ふれあいホール
14:00

無料

Tutti 音楽教室
0774-46-0858

平成30 年度 労働保険年度更新
社会保険算定基礎届 事業所説明会

ふれあいホール
13:30

無料

京都労働局 労働保険徴収課
075-241-3213

ティータイム・ワンコイン・コンサート
京都男声合唱団

500 円(飲物付)
ふれあいホール ※チケットはコンサート (公財)城陽市民余暇活動センター
0774-55-1010
14:30
当日の 13:45 からふれあ
いホール入口で販売

第17 回東條バレエ発表会

19(火)

平成30 年度 公益事業 健康文化講演会

23(土)

五里²のクラフト Picnic

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

和太鼓の会「元気」 第4 回発表会

プラムホール
13:30

24(日)

ハーモニーコンサート 2018
ライオン

30(土)

0774-55-1010

公演前日まで 200 円引

17(日)

29(金)

主催・連絡先

パルクシネマ 91「LION～25 年目のただいま～」
早稲田大学混声合唱団×同志社学生混声合唱団C.C.D.
第58 回 交歓演奏会

無料

東條バレエスクール

0774-44-3484

無料(先着 200 名)

(一財)京都府市町村職員厚生会

※申込等詳細は主催まで

075-411-0081

無料

五里²のさと手づくりの会

090-3265-7715(坂部)
和太鼓の会「元気」

無料

0774-55-4186(山口)
0774-55-0547(芝)

ふれあいホール
井川音楽教室
無料
090-5257-5799
14:00
プラムホール
前売 900 円
(公財)城陽市民余暇活動センター
①10:30(日本語吹替)
当日 1,000 円
0774-55-1010
②14:00(字幕)
(文パル友の会 900 円)
1,000 円
同志社学生混声合唱団 C.C.D.
プラムホール
080-2958-0381(田中)
未就学児無料
14:00

なでしこふれあいフリーマーケット

市民プラザ
10:00～15:00

※申込等詳細は主催まで

080-3306-0636(原村)

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 ☆チケットの申込・お問合せはプラネタリウムまで☆
日程

行事名

☆プラネタリウム投映(約 60 分)
土日
祝日

星空の紹介(6 月の星空) と 全天周デジタルプラネタリウム番組
①②「ポケットモンスター サン&ムーン プラネタリウム」
③「小さな世界はワンダーランド タイニージャイアント」
★今月からの、新プログラムです！

場所・時間

コスモホール
1 日 3 回の定時投映
おとな(高校生以上)600 円
①11:00～
こども(4 歳以上～中学生)300 円
3 歳以下無料
②13:30～
※20 名以上で団体割引あり。要予約
③15:30～
(各回15 分前開場)

赤ちゃんが泣いてもいいよ!
15(金)

0 歳からのプラネタリウム エレクトーンコンサート
花音(かのん)による赤ちゃんも大人も楽しめるコンサートです。
となりのトトロメドレー・夢をかなえてドラえもん など

守時タツミ 自然の音に包まれたピアノライブ「耳をすまして」
22(金)

NHK ラジオ深夜便「景色の見える音楽」「音の絵本」で話題の音楽家に
よる自然を体で感じるピアノライブ。新曲も披露。

入場料金

コスモホール
10:30～11:30

≪前売≫
おとな(高校生以上)500 円
こども(3 歳以上～中学生)200 円

コスモホール
19:00～21:00

おとな(高校生以上)3,000 円
こども(中学生以下)1,000 円

2 歳以下無料
※当日は 100 円増

≪プレイルーム≫ 西館地階 ☎0774-55-1900
日程

17(日)

行事名

場所・時間

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

プレイルーム
13:30～14:30

料金

無料
※電話・来館にて申込
※先着 20 名

無料
無料

15(金)
22(金)

パルクリトルクラブ 2～3 歳児コース
※7/5(木)七夕祭りを含む 3 回コースです。

プレイルーム
10:00～11:00

※電話・来館にて申込
※先着 20 名
対象:H30.4/1 現在
満 2～3 歳児と保護者

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

5 月 24 日現在

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

「久津川小学校読み聞かせサークル」による絵本の読み聞かせなど

成人ライブラリー「みんなで脳いきいきトレーニング」
3(日)

9(土)

14(木)

17(日)

23(土)

30(土)

料金

無料
第 3 会議室
14:00

認知症予防になる音読や運動など
講師:NPO 法人 認知症予防ネット 山田昭子氏

子どもライブラリー 赤ちゃんおはなしオルゴール
「子どもの本を楽しむ会」による赤ちゃん向け絵本の読み聞かせなど

映像ライブラリー 図書館所蔵の DVD を上映

無料
図書館 1 階おはなし室
対象:0～2 歳児
11:00
と保護者

図書館 1 階おはなし室
無料
※先着 15 名程度
14:00

「歴史秘話ヒストリア 幕末編」第 2 回 坂本龍馬と中岡慎太郎

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

図書館 1 階おはなし室
11:00

子どもライブラリー おはなしオルゴール

無料

「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
「城陽朗読サークル スピークル」による大人が楽しめる朗読など

図書館 1 階おはなし室
無料
※先着 15 名程度
14:00

≪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

9(土)

ピラティス～骨盤・背骨のゆがみを整えましょう～

17(日)

第 55 回パル市楽座

20(水)

男のパン作り教室～手ごね生地で焼き立てパン体験～

23(土)

ほっとシアター「家族はつらいよ 2」

料金

講習室 1・2
受付終了しました
10:00
市民プラザ
入場無料
10:00
調理実習室
材料費 600 円
※6/2～材料費を添え来館にて申込
10:00
会議室 1・2
無料
13:30(13:00 開場) ※6/2～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

料金

春の資料紹介
おとな 200 円、小・中学生 100 円
城陽市歴史民俗資料館
～
※ただし市 内 在 住 の小 ・中 学 生 、65 歳 以 上 の方 、
特別展示室
「古墳のできるまで 2018」+
身 体 障 害 者 手 帳 等 をお持 ちの方 は無 料 。
6/24(日)
10:00～17:00(入館は 16:30 まで) ※プラネタリウムのチケット提 示 で、割 引 あり。
「久津川車塚古墳発掘調査速報展」
JOYO エコミュージアム
寺田コミセン会議室 1・2
3(日)
無料
城陽市歴史民俗資料館友の会
16(土)
14:00～15:00
古墳入門講座
体験教室～身近な材料を使ってつくろう!～
無料(ただし、入館料必要)
10(日)
※先着15 名程度 対象：小学生以上
「麻紐のブレスレット!」
城陽市歴史民俗資料館工作室
手作りワークショップ
13:30～16:00(受付終了 15:00)
無料(ただし、入館料必要)
17(日)
「古墳をモチーフにした
※先着20 名程度 対象：小学生以上
オリジナルキーホルダーをつくろう！」
24(日)

まがたま

「勾玉をつくろう！」

城陽市歴史民俗資料館工作室
13:30～16:30(受付終了 15:00)

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

