≪10 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｡詳細は主催までお問い合わせください。

日程

行事名

場所・時間

料金

主催・連絡先

5(金)

城陽市民大学 特設講座Ⅰ
「アンチエイジングにはマリンバが一番！～真理子マリンバマジック～」

ふれあいホール
14:00

無料

城陽市教育委員会 文化・スポーツ推進課

6(土)

ティータイム・ワンコイン・コンサート
ピアノアンサンブル《パレット》 音の玉手箱2018

500 円(飲物付)
未就学児入場無料(飲物無)
ふれあいホール
(公財)城陽市民余暇活動センター
※チケットはコンサート当日
0774-55-1010
14:30
の 13:45 からふれあいホール
入口で販売します。

市民プラザ・屋外
10:00～16:00
プラムホール
7(日)
バレエ発表会
15:30
プラムホール
城陽混声合唱団 第9 回演奏会
14:00
ふれあいホール
8(月・祝)
春いちばん文化まつり 吟と舞
10:30
市民プラザ
melemau がマルシェをやってみた
10:30～16:00
プラムホール
12(金)
パルクシネマ 93「北の桜守」
①10:30 ②14:00
ふれあいホール
14(日)
エチュードコンサート
13:00
ティータイム・コンサート
ふれあいホール
18(木)
14:30
出演：宮國香菜・前川由依(ピアノ)/砂川奈穂・前田彩華(フルート・ピアノ)
プラムホール
ミュージカルカンパニーワンダーラー 10th アニバーサリー公演
14:30
20(土)
ふれあいホール
城陽市三曲協会 ミニ・コンサート
13:30
プラムホール
21(日)
T-BOLAN 30th Anniversary LIVE Tour the Best ～励～
17:30
ふれあいホール
城陽市戦没者追悼式
13:15
25(木)
ふれあいホール
講演会
18:30(予定)
大会議室 A
26(金)
セミナー…14:00
事業承継セミナー・個別相談会
個別相談会…16:00
ふれあいホール
27(土)
第36 回「青少年の意見」発表会
13:30

五里²のさと クラフトフェスタ

28(日)

0774-56-4047

城陽ハロウィン 2018

文化パルク外周
15:00～20:00
仮装コンテストやステージイベント、飲食ブースなど盛りだくさん！！

無料

たのしいやきもの0774-55-9125

珈琲処ぼん090-1916-4140

無料(要申込)

川畑麻弓バレエ教室

※申込等詳細は主催まで

075-574-2868

無料

城陽混声合唱団

無料
無料

090-3617-6695(林崎)
城陽市文化協会
0774-55-1210
melemau/yukina

✉male_mau@i.softbank.jp

自由席前売 900 円 (公財)城陽市民余暇活動センター
当日1,000円(友の会900円)
0774-55-1010
無料

エチュードの会

0774-62-9970

無料

(公財)城陽市民余暇活動センター

1,000 円

ミュージカルカンパニーワンダーラー

※申込等詳細は主催まで

0774-26-2738
城陽市三曲協会
0774-52-5512

無料

0774-55-1010

全席指定前売 6,800 円 (公財)城陽市民余暇活動センター
当日 7,300 円
0774-55-1010
無料

城陽市役所 福祉課

無料

原発ゼロをめざす城陽の会

無料(要申込)

公益財団法人 京都産業 21

※申込等詳細は主催まで

075-315-8897

無料

城陽市青少年健全育成市民会議

無料

0774-56-4030
0774-53-6479

0774-56-4059
アイリスイン城陽友の会
(公財)城陽市民余暇活動センター

0774-55-7811

≪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

6(土)

14(日)
27(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「ウォーキング with ダイナソー 太古の地球へ」
②「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」※14(日)は下記の講演会に振り替えとなります。
プラネタリウムコンサート「モンゴル草原の風と星空を～ホーミー、馬頭琴、リンベ、ヨーチンとともに～」
出演：M.サウガゲレル 山本敦子 曲目：モンゴルの民族音楽を中心に
★ドームに映るモンゴルの広大な風景とともに鑑賞ください
国立天文台講演会 すばる望遠鏡で探る銀河と超巨大ブラックホール
講師：今西昌俊(国立天文台・ハワイ観測所/光赤外研究部)
ハロウィン特別企画 あやかし三味線ナイトコンサート
～三味の音と語りで紡ぐちょっと怖くて愛しい物語～

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
18:00～19:30

おとな 800 円
こども 400 円
※個人での鑑賞は予約不要です。
団体での鑑賞は事前にご予約ください

コスモホール
15:30

おとな 600 円
こども 300 円

コスモホール
18:00

1,000 円

場所・時間

料金

≪プレイルーム≫ 西館地階 ☎0774-55-1900
日程

行事名

5(金)

パルクリトルクラブ 1 歳コース

19(金)

パルクリトルクラブ 1 歳コース、2・3 歳コース合同交流運動会

21(日)

同志社女子大学「アンデルセンこばなしの会」の大学生による工作教室

プレイルーム
10:00～11:00
市民プラザ
10:00～11:00
プレイルーム
13:00～14:00

受付終了しました
無料(要申込)
※電話・来館にて申込、定員になり次第終了

無料

9 月 25 日現在

≪城陽市立図書館≫ 西館 1・2 階 ☎0774-53-4000
日程
6(土)
8(月・祝)
11(木)
13(土)
21(日)
27(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

「古川おはなしの会」による絵本の読み聞かせなど

成人ライブラリー 歴史講座「木津川水害の歴史」

料金

無料

第 3 会議室
14:00

木津川の流路の変遷・水害の歴史、今後の水害の減災など 講師：京都府立山城郷土資料館副主査 田中淳一郎氏

映像ライブラリー 図書館所蔵の DVD を上映
「続 元気法話～寂庵にて～」 第 2 回 切に生きる
子どもライブラリー 赤ちゃんおはなしオルゴール

図書館 1 階おはなし室
14:00

無料
※先着 15 名程度

図書館 1 階幼児コーナー
11:00

図書館職員による赤ちゃん向け絵本の読み聞かせなど ※0～2歳児と保護者対象

子どもライブラリー おはなしオルゴール

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

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

「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(火)
～31(水)
11(木)

行事名

場所・時間

幼児絵画作品展示
パン作り教室～ナン&チャイ～
ふれあいクリーン&ウォーキング

13(土)

文学歴史教室 古墳を解明する ～久津川車塚古墳の実像にせまる～
13(土)
20(土)

ヨガ教室～肩と腰を柔らかくして冬の備えを！～

20(土)

第 42 回 パルクに花を咲かせましょう

21(日)

AET と遊ぼう ハロウィンゲーム遊びとプレゼント交換

25(木)
11/8(木)

編み物教室～段染め糸でベストを編む～

27(土)

ほっとシアター「しゃぼん玉」

28(日)

子どもバレエ教室～初めてのバレエ～

料金

3 階ロビー
無料
9:00～22:00(最終日は15:00まで)
調理実習室
600 円
13:00
※材料を添え来館にて申込
文化パルク外周
無料
10:00
※電話・来館にて申込
会議室 1・2
無料
13:30
※電話・来館にて申込
講習室 1・2
受付終了しました
13:00
文化パルク外周
無料
10:00
※10/3～電話・来館にて申込
会議室 1・2
無料
13:30
※10/3～電話・来館にて申込
会議室 1
受付終了しました
13:00
会議室 1・2
無料(要整理券)
13:30
※10/3～寺田コミセンにて整理券配布
軽運動室
無料
10:00
※10/3～電話・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
通年

行事名

場所・時間

料金

入館料おとな 200 円、小・中学生 100 円

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)
20(土)
～
「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
27(土)
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！～
「自分だけの朱印帳！」

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

28(日)

※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

第 55 回城陽市民文化祭 10/13(土)～11/18(日) お問合せ:城陽市文化協会 事務局 ☎0774-55-1210
10/13(土)
10/14(日)
10/20(土)
10/21(日)
10/28(日)
11/11(日)
11/17(土)
11/18(日)
11/18(日)

日時
10:30～18:00
9:00～16:00
10:00～16:00
9:30～16:30
10:30～18:00
9:00～16:00
12:00～16:00
13:00～16:30
お茶席…12:00～16:00 いけ花展…10:00～18:00
お茶席…10:00～15:00 いけ花展…10:00～16:00
10:00～16:00

行事名

場所

前期作品展(絵画・書画・写真・陶芸等)

市民プラザ

煌めき☆舞台フェスタ
囲碁大会

プラムホール
第 3 会議室

後期作品展(手工芸・文学歴史・切手等)

市民プラザ ほか

俳句大会
川柳大会

大会議室
第 3 会議室

茶席といけ花展

第 4 会議室・寺田コミセン

市民音楽祭

プラムホール

※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。

≪11 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｡詳細は主催までお問い合わせください。

日程

1(木)

3(土・祝)

9(金)

行事名

場所・時間

宝くじ文化公演 Francis Lai Orchestra with Patrice Peiriéras
フランシス・レイ・オーケストラ ～Tribute Concert～
城陽市民大学 特設講座Ⅱ「城陽の重要史跡を読みとく～旧石器時代から奈良時代の城陽～」

プラムホール
15:00
ふれあいホール
14:00～15:30

心の TANE シンポジウム

コスモホール
13:00

協力金 1,000 円
18 歳未満無料
※申込等詳細は主催まで

心の TANE
080-6108-2007

第39 回JOYO 産業まつり

屋外・プラムホール 他
10:00～16:00

無料

城陽商工会議所
0774-52-6866

助かる“いのち”を助けられる国に

北海道歌旅座 ニッポン全国市町村公演
10(土)

昭和のうたコンサート
FUKUSHI 就職フェア
春風亭一之輔 独演会

11(日)

第30 回オータムコンサート
第17 回城陽市環境フォーラム「知ろう気候変動！」

14(水)

城陽市民大学 健康コース「笑いと健康」

15(木)

ティータイム・コンサート

17(土)

やましろ未来っ子はくらん会
～まちを豊かに 今私たちに出来ること～城熱会議

18(日)

ときめきマルシェ
大人のプラネタリウムとみんなでライブ
京都薬科大学管弦楽団

第46 回定期演奏会

23(金・祝)
「日本の青空」シリーズ

24(土)

明日へ-戦争は罪悪である-

ピアノ発表会
京都大学医学部混声合唱団メディカルコール

第59 回定期演奏会

25(日)

第28 回 城陽福祉ふれあいまつり

料金

主催・連絡先

全席指定前売 3,000 円
当日 3,500 円
無料

(公財)城陽市民余暇活動センター
0774-55-1010
城陽市教育委員会 文化・スポーツ推進課
0774-56-4047

2,000 円
ふれあいホール
※精華町及び城陽市在住の
株式会社 E アファン
方は無料です。
✉npoh2hjapan@gmail.com
13:00
※申込等詳細は主催まで
全席指定前売 一般 2,000 円
(友の会 1,800 円)
ふれあいホール 寿(77 歳以上)チケット 1,500 円 (公財)城陽市民余暇活動センター
当日は一律 2,300 円
14:00
0774-55-1010
※寿チケットは文化パルク城陽のみ
の取扱。証明書をご提示ください。
大会議室・市民プラザ
福祉職場就職フェア実行委員会
無料
075-252-6297
13:00～16:00
全席指定前売 3,500 円
ふれあいホール
(公財)城陽市民余暇活動センター
(友の会 3,000 円)
14:00
0774-55-1010
当日 4,000 円
プラムホール
城陽市オータムコンサート運営委員会
無料
0774-54-0407
13:30
市民プラザ
城陽市環境課
無料
0774-56-4061
10:30
ふれあいホール
城陽市教育委員会 文化・スポーツ推進課
無料
0774-56-4047
14:00～15:30
ふれあいホール
(公財)城陽市民余暇活動センター
無料
0774-55-1010
14:30
ふれあいホール・市民プラザ
京都府山城広域振興局 企画振興室
無料
0774-21-2049
10:00～16:00
大会議室
城陽みどりのまちづくり基金の会
無料
0774-55-1030(城陽市市民活動支援センター)
10:00
市民プラザ
メナード化粧品 花香月代行店
無料
0774-66-3190
11:00
コスモホール
1,000 円
CK ミュージックポピュラージャズ研究会
※申込等詳細は主催まで
0774-39-4567
18:00
プラムホール
500 円
京都薬科大学管弦楽団
※申込等詳細は主催まで
080-8636-8671
14:00
上映協力券(前売券)
映画「明日へ」上映実行委員会
ふれあいホール
1,000 円(当日 1,200 円)
080-6131-1265(藤原)
19:00
小学生～高校生 500 円
090-6552-6448(下島)
ふれあいホール
山﨑ピアノ教室
無料
080-4020-8891
13:30
プラムホール
500 円
京都大学医学部混声合唱団メディカルコール
※申込等詳細は主催まで
090-6375-0922
16:00
市民プラザ・屋外 他
城陽福祉ふれあいまつり実行委員会
無料
10:00～15:00
0774-56-0909(城陽市社会福祉協議会)

≪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

行事名

場所・時間

料金

☆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
※20 名以上で団体割引あり

コスモホール
10:45～11:45

入場無料
※作品受付は終了しました

〔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「ウォーキング with ダイナソー 太古の地球へ」
②「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」

「映像祭 2018」
公募いただいた 2 分程度のオリジナル作品をプラネタリウムの全天周ドームに映します。
3(土・祝)

オーロラ全天上映&トークライブ

「オーロラが私たちに語りかけるすてきなメッセージ 2018in 城陽」
講師：オーロラメッセンジャー 中垣哲也
オーロラの尊い輝きをプラネタリウムの全天周スクリーンに感動的に再現！

文化講演会「縄文文化の魅力～東の縄文・西の縄文」
17(土)

講師：建石徹(奈良県地域振興部文化資源活用課長・国際芸術村整備推進室長)
縄文土器の造形の楽しさや縄文人の暮らしを紹介しながら、日本各地における縄文文化の魅力を語ります。

「熟睡プラ寝たリウム」
23(金・祝)

①「眠たくなる宇宙旅行」 出演：プラネタリウム職員
②「笙がいざなう星と眠りの世界」 出演：伊藤えり

コスモホール
おとな 600 円、こども 300 円
①13:30～14:30
※②回目 15:30～の小さなお子様の
(お子様・ファミリー向け)
入場はご遠慮ください。
②15:30～16:30
※個人での鑑賞は予約不要です。
(大人向け)
団体での鑑賞は事前にご予約ください
コスモホール
18:00～19:30

当日 600 円、前売 500 円
※個人での聴講は予約不要です。
団体での聴講は事前にご予約ください

コスモホール
①15:30～16:30
②18:00～19:30

① おとな 600 円、こども 300 円
②1,000 円
※個人での鑑賞は予約不要です。
団体での鑑賞は事前にご予約ください

10 月 24 日現在

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

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

「きっき」による絵本の読み聞かせなど

第 4 会議室
10:00～14:00
※入場は 13:30 まで
図書館 1 階幼児コーナー
11:00

図書館リサイクルデー
10(土)

図書館の除籍済みの図書・雑誌を無料で提供します！

子どもライブラリー 赤ちゃんおはなしオルゴール
図書館職員による赤ちゃん向け絵本の読み聞かせなど ※0～2歳児と保護者対象
24(土)

料金

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

「城陽おはなしサークル」による絵本の読み聞かせなど

城陽市立図書館・城陽市歴史民俗資料館共催事業

平成 30 年度文化講演会 JOYO エコミュージアム「物語がうまれるまで」
◆講師：作家 望月 麻衣 氏(『京都寺町三条のホームズ』の著者)
◆日時：11 月 18 日(日)14：00～15：30(開場 13：30) ◆場所：ふれあいホール ◆入場無料
お問合せ：城陽市立図書館 0774-53-4000/城陽市歴史民俗資料館 0774-55-7611

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

行事名

10(土)

相続・遺言の基礎知識

14(水)
23(金・祝)

場所・時間

料金

無料

篆刻教室～年賀状の雅印を作りましょう～

会議室 1・2
13:30
美術工芸室
13:30

第 56 回パル市楽座(フリーマーケット)

市民プラザ
10:00

エアロビクス～楽しく健康に～

軽運動室
13:00
会議室 1・2
13:30
美術工芸室
10:00

てんこく

24(土)

きりん

ほっとシアター「ラストレシピ～麒麟の舌の記憶～」
29(木)

ハワイアンリボンレイ～アレンジクリスマスリースを作ろう～

※電話・来館にて申込

材料費 1,000 円又は 1,200 円
※材料費を添え来館にて申込

出店料…1 ブース 1,500 円
※出店料を添え来館にて申込
入場無料

無料
※11/2～来館にて申込

無料(要整理券)
※11/2～寺田コミセンにて整理券配布

材料費 2,500 円
※11/2～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
通年
～
12/16(日)

17(土)

行事名

場所・時間

常設展示
JOYO エコミュージアム 平成 30 年度秋季特別展

「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

ギャラリートーク(学芸員による展示解説)
秋季特別展関連事業 第 83 回文化財講演会

23(金・祝)

「祖父奥田駒蔵とメイゾン鴻乃巣」
講師：奥田恵二氏・奥田万里氏

勾 玉をつくろう！
体験教室～身近な材料を使ってつくろう！～

「ペットボトルのキャップを使ったピンクッション(針山)！」

入館料おとな 200 円、小・中学生 100 円
11/3(土・祝)・17(土)・18(日)・23(金・祝)は
関西文化の日につき入場無料
※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。

城陽市歴史民俗資料館特別展示室
14:00～15:00

関西文化の日につき無料

ふれあいホール
13：30～15：00

無料

城陽市歴史民俗資料館工作室
13:30～16:30(15:00 受付終了)

まがたま

24(土)

城陽市歴史民俗資料館特別展示室
10:00～17:00(入館は 16:30 まで)

料金

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)

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

無料(ただし、入館料必要)
先着15 名程度 対象：小学4 年生以上

第 55 回城陽市民文化祭 10/13(土)～11/18(日) お問合せ:城陽市文化協会 事務局 ☎0774-55-1210
11/11(日)
11/17(土)
11/18(日)

日時
13:00～16:30
お茶席…12:00～16:00 いけ花展…10:00～18:00
お茶席…10:00～15:00 いけ花展…10:00～16:00
10:00～16:00

行事名

場所

川柳大会

第 3 会議室

茶席といけ花展

第 4 会議室・寺田コミセン

市民音楽祭

プラムホール

※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。

