
　　　発掘の様子
兵庫県丹波市山南町上滝

　　　　　　　　　　　　            　

さえ ぐさ  はる   お

兵庫県丹波地方で発見されたタンバティタニスの全身骨格復元図

11 月 3 日（土・祝日）  14:30 ～

　　　　　記念講演会 (会場：あけぼのパーク多賀２階　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  『あつまれ、未来の恐竜博士たち』

　　　　　　～多賀のアケボノゾウから丹波の恐竜  タンバリュウまで～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：三枝春生　先生（兵庫県立人と自然の博物館）

　　   現在、「タンバリュウ」の発掘調査を指揮する三枝さんは本来はゾウの専門家です。多賀の

　　 「アケボノゾウ」の発掘にも関わりが深い先生です。タンバリュウとアケボノゾウが大切な化

     石であることについて、お話をしていただきます。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　

　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

                          12：30 ～　ホール　
　　多賀中学校吹奏楽部演奏会
　　　　          13：00 ～　ホール
　　記念式典　
　　　 図書館・博物館　運営支援団体表彰
                           14：30 ～　2階大会議室
　　記念講演会　
　　　 あつまれ、未来の恐竜博士たち
　　　 ～多賀のｱｹﾎﾞﾉｿﾞｳから丹波の恐竜ﾀﾝﾊﾞﾘｭｳまで～
　　　 講師：三枝春生 先生

　
　　　　            10：30 ～　２階大会議室
　　　人形劇　大会議室
                             かみちゃん　なりちゃん　しずくちゃん
　　　　　　　人形劇ｻｰｸﾙ「我楽多」　
　　　　　        13：30 ～　ホール
　　　味噌づくりﾜｰｸｼｮｯﾌ（゚1ｾｯﾄ1000 円先着 15ｾｯﾄ！）
                               　　　　　　小学 4年生以下は保護者同伴
　　　　　　　           　申し込み：多賀町立文化財ｾﾝﾀｰ
　　　　　　　　　            　 TEL：0749-48-0348　　                    
　　　　　        14：00 ～　（野外ステージ、雨天の場合
　　　近江高等学校吹奏楽部演奏会　　
　　　　　
　　

　　　　

  11/3( 土）    11/4

※ 両日開催 10：00 ～ 16：00 ふるさと多賀の食まつり第２弾

「大地のめぐみたべちゃうぞう」を開催します。
                      多賀の食べ物の紹介や、食事もできます！

大会議室）

申込み：不要　無料です。

定　員：50 名　

（日）    

   パネル展示
                      10 月 20 日～ 11 月 4日
　　              「あけぼのパーク 20 年のあゆみ」
                      11 月 3 日～ 11 月 4日
　　               「新公民館紹介」

2あけぼの　　　周年まつり0

 はホール）

   

多賀のアケボノゾウ

会場：あけぼのパーク多賀　滋賀県犬上郡多賀町四手 976-2　TEL:0749-48-2077

復元図と発掘の写真は
兵庫県立人と自然の博物館
提供です。
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　　　近江高等学校吹奏楽部は、吹奏楽コンクールへの参加、歩きながら演奏する
　　マーチング、運動部の応援、地域の依頼演奏、東京ディズニーシーでの演奏な
　　ど様々な活動を行っています。その中でも硬式野球部が今夏甲子園に出場し、
　　その応援が大変話題になりました。国内だけの活動にとどまらず、一昨年には
　　台湾嘉義市より招待を受け「第25回嘉義市国際管楽節」に出演しました。

　　　曲　目
　秋空に（上岡洋一 作曲）
　ドレミの歌（R.ロジャーズ作曲/星出尚志 編曲）
　《ぞうさんの世界旅行》ぞうさんのひるね
　　　　　　   （團伊玖磨 作曲/杉浦邦弘 編曲）

あけぼの

　　　　 周年
おもいっきり

　　　　　吹奏楽 !!

20 まつり

　　　11 月 3 日（土・祝日）　12：30 ～ 会場：ホール

       　　　 多賀中学校吹奏楽部演奏会　

　

11 月 4 日（日）　14：00 ～　会場：野外ステージ 雨天の場合はホール

　　　近江高等学校吹奏楽部演奏会

　　

　　　11 月 3 日（土・祝日）　12：30 ～ 会場：ホール

       　　　 多賀中学校吹奏楽部演奏会　

　

11 月 4 日（日）　14：00 ～　会場：野外ステージ 雨天の場合はホール

　　　近江高等学校吹奏楽部演奏会

　　

    

   　　    多賀中学校吹奏楽部は2年生2名、1年生12名、計14名で活動しています。
　　    いろいろな演奏会に参加、コンクール・県大会に向けて日々練習しています。

　　    曲　目
魔女の宅急便メドレー
星に願いを
人生のメリーゴーランド　　


