
プロムナード・コンサート
日下紗矢子＆ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ
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先行予約
開 始

※やむを得ない事情により、出演者、
曲目等が変更となる場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。
※記載のない公演は、未就学児童
入場不可です。
※本誌記載の料金は、すべて消費税
込みです。

会員ＮＥＷＳ 5月号は5/15（月）頃までにお届け
する予定です。

■セブンイレブン
　予約日～4日目 9:00pmまで

■総合カウンター
　予約日～4/23（日）まで
　※4/17（月）除く

※4/15（土)5:00pm以降予約受付分はおまとめ
　サービス対象外です。

先行予約受付分チケットを
まとめて発送！

※先行予約受付期間中に「払込票」で購入いた
だいたチケットは自動的におまとめされます。

※ネット予約でもおまとめサービスがご利用
いただけます。

先行予約期間中、払込票をご利用された場合、
1回分の発送手数料（500円）でチケットを送付
いたします。

4/16（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

4月休館日

※4/16（日）まで総合カウンターでのチケット購入は
　出来ません。
　残席がある場合のみ、4/18（火）より販売いたします。

大 小中

5/19（金）～20（土）
5/21（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

4/13（木）～15（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 017
NEWS
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先 行 予 約 会 員

芸術文化センターチケットオフィス

0798-68-0255
10：00am～5：00pm/月曜休み
※祝日の場合翌日

芸術文化センター 検 索

ご予約・お問合せ

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島 隆飯島 飯島 隆飯島 隆島島 島  島 飯島 隆島島 島  Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 隆飯島 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆飯島 飯島 隆島島    隆飯島 飯島 隆島 島 Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ Kiyotaka Saitoyoyoyoyoyoyoyooyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy t ktakatakatakatakatakatakatakakktakatakatakatakatakatakatakatakatakataka  SaSai Sai SaiSai Sai Sa SaSa Sa SaSaSai Sa SaiSai Sai SaitotototooototoootototototoⒸ Kiyotaka SaitoⒸ 満田 聡 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyKiyKiyKiyKKiyKiyKiyKiKKKKiyⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 満満満満満満満田 聡田 聡田 聡田 聡 聡聡聡 聡田 聡聡田 聡Ⓒ 満田 聡

Ⓒ Kiyoaki SasaharaaaaaaaaharaharaharaharaharahhhharaharahharaharahharararaaraharaharaⒸ Kiyoaki Sasahara

Ⓒ Rubén Martín

ご予約

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ RubéRubéRubéRubbébbébébéRubéRubéRubéRubébébbRubéRubébRubéRubén Man MaMn Mn n Man Man Man Man MaMMn Man MaMMn MMan MaMM rtínrtínrtíntírtínrtínrtínrtínrtínrtínrrtínrtínrtrtínrⒸ Rubén Martín撮影:石川 純撮影:石撮影:石撮影:石影:石影:石撮影:石撮影:石撮影:石:石影:石川 純川 純川 純川 純純川 純川 純川 純純川 川 撮影:石川 純

Ⓒ 得能通弘ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 得能通弘得得能通弘得能通弘得能通弘得能通弘得能通弘能通弘得能通弘得能通弘得能通弘弘弘得能通弘得能通弘弘弘Ⓒ 得能通弘

Ⓒ Anthony SinagogaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AAnAnAnAAntAntAntAnAntAntAAntAntAntAntAntAnAnAAnⒸ Anthony Sinagoga Ⓒ Marco Borggreve ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoy akaki aki akiaki aki akkkkakiaakiaki aki aki SaSasSasSasSasaSasasaSasaSasSasaSasaSasaSasSasSasaKiyoaki Sasathththththththhhhthhhhthony onyony ony ony ony ony ony ony ony ony onyony ony ony ony ony ony ony ony y SinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinagoggogagogagogagogaogagogaogagogagogagogaggggthony Sinagoga ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ grgrgrgrgrrgrgrgrgrgreveeveeveeveeveeveeveeveeveeveeveMaMMaMMMMaMaMaMaMaMMMMaMaarcrcrcrcarcrcarcrccarcarcrcarcrcrcarcarco o Boo Boo Boo Boo Booo Boo Boo Boo Boo BoBoo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo BorgrgrgrgrgrgrgrgrgrgⒸ Marco BorggreveⒸ Mieko UrisakaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MiekMiekMiekMi kMi kMiMMi kMi kkMi kMiekMiekkMi kMiekMiMi kM o Uo Uo Uo Uo o Uo Uo Uro Uro Uro Ur Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro UrisaksakkkkkksakkkkkkksakisakaaaaⒸ Mieko Urisaka

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島飯島飯島飯島飯島飯飯島飯島Ⓒ 飯島 隆 Ⓒ Yuji Hori 先島 隆島 隆島 隆島 隆島 隆島島 隆島島 隆島  島島 隆 隆島 島 隆島 隆  島 隆 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ujiujiujujiujiujiujiujiujiujiujiujiujiujuujujiujijjj  HorHorHoHorHorHorHorHorHor HorHorHorHorHoHorHorHorHor HorH iiiYuYYYYYuYuYuYYYYuYYuYYuYYYYYuⒸ Yuji Hori

Ⓒ Georges Braunschweig-GM-PressⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ GeorGeorGeorGeoGeorGeorGeorgesges ges es s es es ges ges ges ges ges ges BrauBrauBrBrau hhhnschnschhhhnschweiiiweigweweeigeigweigweigweigweieigweigweig-GM-GM--GM--GM--G PresPresPresPrresPresssssⒸ Georges Braunschweig-GM-Press

Ⓒ K.AboschⒸ K.Abosch Ⓒ K,MiuraⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ uraraurauraurauraurrauraurauraurarK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,MK,MK,MK,MMK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MiuuuⒸ K,MiuraⒸ Yutaka Hamano ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ K.AK.AK.AK.AK.AK.AK AAK.AK AKK AK AK AK.AK AK AKK.AAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbbAA hhhhhoschoschoschoschhhhhhhhoschoschoschAboschⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YuYuYYYuY Yu YuYYYYuYuYuYuYY YYu YuYuYuYuYuYYuYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ttutttakakkkkkkkkkkkkkkkkkka ka kak HamaHamaHHHHHamaHamaHamaHamaHamHamHamaHHHamaHamaHamHamaHamHHHHamaHaHHamHaHHHaH nnononononononononoⒸ Yutaka Hamano

「罠」、「デストラップ」は4/22（土）、
「僕だってヒーローになりたかった。」は5/13（土）一般発売。

5月発売予定
4/3（月）、10（月）、17（月）、24（月）

● 7/17（月・祝）4:00pm
● 7/22（土）12:00pｍ/3:30pm

中

● 8/3（木）1:00pｍ/6:30pm
         4（金）1:00pｍ
         5（土）12:00pｍ/5:00pm
         6（日）12:00pｍ
● 9/13（水）1:00pm

● 8/1（火）6:30pm

● 9/17（日）4:30pm
● 9/20（水）7:00pm
● 9/24（日）2:00pm

デストラップ

風間杜夫ひとり芝居『ピース』
加藤健一事務所『喝采』
エバ・ジェルバブエナ ソロ・フラメンコ『¡Ay!』

中

中

中

中

中

中

● 11/19（日）11:00am/3:00pm
中

中
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先行予約
開 始 罠

打打打団 天鼓 和太鼓コンサート ～Drama Drummer 『竹取物語』～
HANAGATA 忠臣蔵
僕だってヒーローになりたかった

オペラ座＆ロイヤル 夢の競演“バレエ・スプリーム”

林家正蔵 林家三平 兄弟会
秋の特選落語競演会2017

ドラケンスバーグ少年合唱団

仲道郁代（ピアノ） デビュー３０周年記念コンチェルト

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACモーニング室内楽

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017－１8シーズン定期演奏会
A席定期会員券（9回通し券）

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017－１8シーズン定期演奏会
B,C席定期会員券（9回通し券）

小

● 7/1（土）2:00pｍ 中文楽 in Hyogo『一谷　軍記』熊谷陣屋の段

● 6/24（土）3:00pｍ
         25（日）2:00pｍ

● 7/15（土）1:00pｍ/5:00pm
         16（日）1:00pｍ

● 7/26（水）2:00pｍ/7:00pm
         27（木）1:00pｍ

中兵庫県立芸術文化センタープロデュース
ドゥエンデ・デル・フラメンコ -フラメンコの妖しい魅力-

15
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先行予約
開 始

大● 6/15（木）11:30am

大● 8/2（水）11:30aｍ/3:00pm

大

大

大

大

大

大

大

● 7/29（土）2:00pm

● 9/18（月・祝）2:00pm

● 9/30（土）3:00pm

● 6/3（土）10:30aｍ
         27（火）10:30aｍ

ワンコイン･
コンサート

長町香里～絢爛！コロラトゥーラ・ソプラノ

持丸秀一郎～“粋”を謳うクラリネット

ながまち か お り

もちまる しゅういちろう

いちのたにふたばぐんき

アイ

★作・演出・出演と一人三役を務める宅間孝行さんからメッセージが届き
ました。

　「わらいのまち」は、2001年に初演されてから今回が3回目の上演になります。
ワンシュツエーションコメディの原点というべきもので、テンポと間が緻密に
計算され、我ながら良く出来た作品と自負しています。何も無い所から、町興
しをしていく話です。初演時には全く予想しなかった事ですが、時代に左右さ
れない普遍的テーマもあり、今の日本で様々な地域課題に取り組んでいる方々
に対しての応援歌にもなると思います。
　僕が続けているのは、物語があり、役がある「芝居」です。舞台上で役者が
真剣に生きているからこそ、それを観ているお客さんが笑う。作家としての
僕の仕事は、どういうキャラクターが、どのような時間を過ごし、何故今ここに
いるのかというシュチュエーションや意味を丁寧に作り上げることです。この
積み重ねが良い芝居を生み出します。
　まもなく稽古が始まります。そこで色々足したり引いたりしながら、舞台を
作り上げます。コメディですし、お客様に思いっきり楽しんで頂ける様な仕掛け
も、芝居の中に組み込んでいきたいですね。

 タクフェス 春のコメディ祭り！
『わらいのまち』

■作・演出／宅間孝行
■出演／宅間孝行、永井 大、柄本時生
　　　　柴田理恵、鈴木杏樹　ほか

好評発売中！

 サロネンで聴くマーラー６番
　この春イチ押しの音楽公演が、エサ＝ペッカ・サロネン指揮フィルハー
モニア管弦楽団。Apple iPad Air のＣＭに登場するなど、様々な取組で若い
世代にも絶大な人気を誇る指揮者、サロネン。そのサロネンが、2008年より
首席指揮者を務めるロンドンの名門・フィルハーモニア管弦楽団とこの春
芸術文化センターにやってきます！
　プログラムは、マーラーの代表作・交響曲 第６番「悲劇的」。同コンビによる
マーラーの演奏はまさに折り紙つき。「マーラーは表現の幅が恐ろしく広い。
激しい痛みから恍惚まで、そしてその間にあるすべてを表現している」と
語るサロネン。作曲家でもあるサロネンの、深い洞察に基づいた鮮烈なマー
ラーに今回も期待が高まります。

 チョ・ソンジン　芸術文化センター初登場！

さらに、前半には2015年ショパン国際ピアノ・コンクールで優勝したチョ・ソン
ジンが登場！曲目はベートーヴェンのピアノ協奏曲 第３番。今や世界中で引く
手あまたの天才、チョ・ソンジンを聴く絶好のチャンスです。

この春のハイライト！
サロネン×マーラー

■指揮／エサ＝ペッカ・サロネン
■出演／フィルハーモニア管弦楽団

豪華メンバー勢ぞろいで、華やかに贈る秋の落語会
毎年恒例、上方落語競演会。今年もざこば、南光両師匠がそろい踏み。若手からベテ
ランまで上方落語の魅力をぎゅっと詰め込んだ特別な一日をお楽しみください。

4/14
（金）
先行予約
開始

11⁄19（日）  11:00am／3:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000　A席通し券 ￥8,500

秋の特選落語競演会2017

・22（土）  12:00pm／5:00pm・23（日）  12:00pm

4⁄18（火）  7:00pm・19（水）  2:00pm・20（木）  2:00pm・21（金）  7:00pm

全席指定 ￥8,000

5 ⁄14（日）  2:00pm
A ￥15,000　B ￥12,000　C以下 売切

Ⓒ Katja TähjäⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KKKⒸ Katja Tähjä Ⓒ Harald Hoffman/DG

5 ⁄1
A ￥15

KatjKatjKatjKatKatjKatjatjatjKatKatjKatKatKatjKatjKatjatjKatjKatjKatja Täa Täa Ta Täa Täa Täa Ta Tä Ta Täa Ta Täa T Täa Täa Ta Ta Ta Täa T hjähjähjhjhhjähjähjähjähjähjhjähhhjähjhjähjjjKatja Tähjä ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ HHHHHHⒸ Harald Hoffman/DG

Ⓒ Clive Barda

C以下 売切

（日）
2:00pm
B ￥12,000

14
5,000

mmmman/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/D/an/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/ GGGGGman/DGHaraHaraHaraHaraaraHaraHaraHararaHaraHaraHaraaraHaraHarald Hld Hld Hd Hd Hd Hld HHld HoffmffoffmoffmffofoffmoffmffoffmoffmoffmoffmHarald Hoffm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ddddddddadaddddadaddClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClive Bae Bae Bae e Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae BaBee Bae Ba dddrrdrrrddrrrrdrdrdrrdrdrdⒸ Clive Barda

■出演／［11:00am］桂 ざこば、桂 南光、桂 米團治、桂 ひろば、桂 二乗 ほか
　　　　 ［3:00pm］桂 南光、桂 雀三郎、桂 ざこば、桂 南天、桂 しん吉、桂 そうば

チケットのお申込方法について
お手元にメモと会員番号をご用意の上、ご予約ください。 会員番号はお送りした宛名ラベル右下に記載の、1から始まる７桁の番号です。

先行予約はお電話、ネットの受付です。
先行予約分の窓口でのお取り扱いは
ございません。
予定枚数に達し次第、予約受付を終了
いたします。すべての会員様にお席を
ご用意できるとは限りません。
ご予約後の変更・キャンセルはお受けで
きません。

☆ご予約前にお読みください☆

ご注意！！

電話予約（10:00am～5:00pm／月曜休※祝日の場合翌日）

ご予約時に、チケットの引取りとお支払い方法をご案内いたします。
0798-68-0255

窓口販売（10:00am～5:00pm／月曜休※祝日の場合翌日）

先行予約期間・一般発売初日は、該当公演の取り扱いはございません。

芸術文化センター 2階 総合カウンター

インターネット予約
ネット予約には暗証番号が必要です。 暗証番号の初期設定は、初回登録の電話番号の下４桁です。（ネットから会員登録された方は、ご登録の任意文字です。）

芸術文化センター 検索

待望の新作ひとり芝居！
2014年、2016年とひとり芝居で阪急中ホールをいっぱいにした風間杜夫が
新作に挑む！今回風間が演じるのは、東京の下町で小さな葬儀社を営む男・
武藤万作68歳。そんな作品のテーマは“世界平和”！？まだまだ衰えを知らない
精神力と体力と演技力を駆使して、演じます！歌います！ハジケます！

4/14
（金）
先行予約
開始

■作・演出／水谷龍二
■出演／風間杜夫

9⁄13（水）  1:00pm
A ￥4,500　B ￥3,000

4/14
（金）
先行予約
開始

サスペンス･コメディの傑作、福田雄一×片岡愛之助で！
落ち目の劇作家が、教え子の傑作戯曲を我が物にしようと殺人計画をたてて・・・
どんでん返しにつぐ、どんでん返しの連続、緻密に計算された複雑な構成の
サスペンス。ブロードウェイで1800回超の公演を行った大ヒット作を、テレビ
ドラマや脚本家としても活躍する福田雄一が自ら翻訳した台本で演出。この
サスペンス・コメディの傑作に片岡愛之助が挑む！

8⁄3（木）  1:00pm／6:30pm・4（金）  1:00pm・5（土）  12:00pm／5:00pm・6（日）  12:00pm
全席指定 ￥9,500

デストラップ
一般発売：4/22（土）

■作／アイラ・レヴィン
■翻訳・演出／福田雄一
■出演／片岡愛之助、橋本良亮（A.B.C-Z）
　　　　高岡早紀、佐藤仁美、坂田 聡

風間杜夫ひとり芝居
『ピース』

大名跡を襲名、のびやかに華ひらく林家兄弟が登場！
前座「こぶ平」の頃から、テレビ出演やＣＭ起用で広く知られる林家正蔵が
『笑点』への大抜擢で注目を浴びる実弟の林家三平と兄弟会で芸術文化
センターに初登場！特に古典落語での進境が著しく、2005年には祖父の名跡
「正蔵」を襲名。祖父にあたる七代目林家正蔵、父林家三平と親子三代の真打は
史上初となりました。高座に姿をあらわすだけでぱっと場内に明かりがともる、
陽気さが持ち味。どうぞお楽しみに。

4/14
（金）
先行予約
開始

■出演／林家正蔵、林家三平　ほか

9⁄24（日）  2:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

林家正蔵 林家三平 兄弟会

ほろ苦さを盛り込んだ、加藤健一が描く人生の光と影―
人生のどん底で苦悩するかつての名優と、それを献身的に支える妻。そして、
名優の再起に全力を注ぐ気鋭の演出家。それぞれの苦悩と葛藤が交わると
き、この上なく切ない人間ドラマが生まれる。夫と演出家の間で、愛に立場に
揺れる妻。その妻が最後に選び、語る真相とは―。人生の光と影を、静かに、
熱く、印象的に描く作品です。

4/14
（金）
先行予約
開始

9⁄17（日）  4:30pm
A ￥5,000　B ￥3,000

加藤健一事務所『喝采』

■作／クリフォード・オデッツ　■訳／小田島恒志、小田島則子
■演出／松本祐子
■出演／加藤健一
　　　　山路和弘、林 次樹
　　　　大和田伸也、浅野雅博、寺田みなみ
　　　　竹下景子

撮影:石川 純

）
30pm
￥3,000 撮影:石撮影:石撮影:石撮影:石撮影:石影:石影:撮影:石影::石:石影:石:石影:石川 純川 純川 純川 純川 川 純川 純川 純川 純川 純川 川  川 純撮影:石川 純

世界最高峰のダンサーが一堂に集う夢のステージがここに実現！
バレエ界の頂点に君臨するパリ・オペラ座バレエ団と英国ロイヤル・バレエ団。
その中から選りすぐりのダンサーたちが集う、夢の舞台がついに実現します。
輝ける才能たちの中には、世界の注目を浴びる日本人ダンサーの名も。バレエ・
ファンならずとも決して見逃せません！

4/14
（金）
先行予約
開始

8⁄1（火）  6:30pm
S ￥19,000　A ￥16,000　B ￥13,000　C ￥10,000　D ￥8,000　E ￥6,000

オペラ座＆ロイヤル 夢の競演
“バレエ・スプリーム”

＜プログラム＞『白鳥の湖』、『ドン・キホーテ』、『ロミオとジュリエット』、『ジゼル』などの
　　　　　　　  パ・ド・ドゥをはじめ、ヌレエフ、マクミラン、アシュトン、マクレガー、
　　　　　　    ウィールドンによる振付作品の数 を々予定。

■パリ・オペラ座バレエ団／マチアス・エイマン、ミリアム・ウルド＝ブラーム
　　　　　　　　　　　　レオノール・ボラック、ジェルマン・ルーヴェ
　　　　　　　　　　　　オニール八菜、フランソワ・アリュー、ユーゴ・マルシャン
■英国ロイヤル・バレエ団／スティーヴン・マックレー、フェデリコ・ボネッリ
　　　　　　　　　　　　サラ・ラム、高田 茜、ヤーナ・サレンコ、ベンジャミン・エラ
※出演者は2017年1月27日現在の予定です。今後出演者が変更となる場合がございます。

エバを観ずしてフラメンコは語れない
スペイン三大フラメンコ女王の一人と称されるエバ・ジェルバブエナ。伝統に
根差しながらも、誰にも真似できないフラメンコ芸術を創り上げています。
今回の『¡Ay!』では、ミュージシャンをバックに、踊るのは彼女ひとり。世界最高峰
の足さばきと研ぎ澄まされた感性を見よ！

4/14
（金）
先行予約
開始

9⁄20（水）  7:00pm
A ￥10,000　B ￥8,000　C ￥6,000　D ￥4,000　E ￥3,000

エバ・ジェルバブエナ
ソロ・フラメンコ『¡Ay!』

＜プログラム＞『¡Ay!』日本初演

■舞踊／エバ・ジェルバブエナ
■音楽監督、ギター／パコ・ハラーナ 
■カンタオール（歌い手）／ホセ・バレンシア 
■カンタオール（歌い手）／アルフレド・テハーダ 
■パーカッション／アントニオ・コロネル 
■パルマス（手拍子） ／エル・トロンボ
■ヴァイオリン／ウラジミール・ディミトリエンコ

Ⓒ Daniel Pérez

￥6,000 D ￥4,000 E ￥3,000

トリエンコ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DaniDaniDaniDaniDDaDanDanDaniDanDaniDaniDaniDaniDaniDaniD el Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel PPPel Pel Pel PPPPérezérezéreérérezérérrezérezéreérezérezérezérezérereérⒸ Daniel Pérez

ア　イ

Ⓒ James Bort1（火）6:30pm
000 A ￥16,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ JJJaJaJaJJaJaJaJaJaJJJJJJⒸ James Bort Ⓒ ROH, 2014. Photographed by Tristram Kenton

般発売 4/22
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0570‒084‒659
※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。※芸術文化センターチケットオフィスでもご予約を承ります。

ローソンチケット特別電話
つながりやすい！

長町香里～絢爛！コロラトゥーラ・ソプラノ
J.シュトラウスⅡ世 ： ワルツ『春の声』
オッフェンバック ： 歌劇『ホフマン物語』より“生垣には小鳥たちが”人形の歌
ロッシーニ ： 歌劇『ランスへの旅』より “私は出発したいのです” ほか
■ソプラノ／長町香里　■ピアノ／小柳るみ

6 ⁄15（木）  11:30am
全席指定 ￥500

全席指定 ￥500

持丸秀一郎～“粋”を謳うクラリネット
ガーシュウィン ： 3つのプレリュード、ドビュッシー ： 第一狂詩曲
吉松 隆 ： 鳥の形をした4つの小品 ほか
■クラリネット／持丸秀一郎　■ピアノ／樋上愛加

8 ⁄2（水）  11:30am/3:00pm

な が ま ち

も ち ま る し ゅ う い ち ろ う

か お り

500円で本格的なコンサートを
6月は、2015年に本場イタリアでのデビューを果たした期待の逸材、長町香里。
8月は、ソリストとしても精力的に活動する日本センチュリー交響楽団首席奏者の
持丸秀一郎。今をときめくアーティストが続々登場、“ワンコイン”から目が離せない！

行方不明の妻が戻ってきたら、別人だった…!?
阪急中ホールにて上演された『夫が多すぎて』（2015年）『一人二役』
（2016年）などの作品も記憶に新しい、サスペンス・コメディの巨匠＝ロベール・
トマの不朽の傑作『罠』が再び蘇ります！手に汗握る展開、意表を突く結末が
大評判を呼び、2011年の当センターでの上演も大好評のうちに幕を閉じ
ました。前回に引き続き、深作健太の演出により、さらに深く、よりグレード
アップした舞台をお目にかけます。

罠
4/14
（金）
先行予約
開始

■作／ロベール・トマ
■演出／深作健太
■出演／加藤和樹、白石美帆、山口馬木也
　　　　筒井道隆　ほか

7⁄15（土）  1:00pm／5:00pm・16（日）  1:00pm
全席指定 ￥8,500

たとえ月さえおそれるものか かぐや姫をゆかせてはならぬ
今年も打打打団の夏がやってきます！関西から世界へと活躍している演劇する
和太鼓集団「打打打団 天鼓」。今年は結成30周年を迎え、「竹取物語」をテーマ
に、和太鼓という枠を飛び越えた新感覚エンターテインメントをご覧いただ
きます！

結成３０周年記念プロジェクト

打打打団 天鼓 和太鼓コンサート
～Drama Drummer 『竹取物語』～

4/14
（金）
先行予約
開始

第一部 打コレクション
第二部 竹取物語

■構成・演出／北林佐和子
■出演／打打打団 天鼓

7⁄17（月・祝）  4:00pm
全席指定 ￥4,900

2年半ぶりに小松原庸子振付作品が登場
トップギタリスト 荘村清志（24日）、渡辺香津美（25日）も出演！
大好評だった「フラメンコ クラシコを舞う」「フラメンコ カルメンを舞う」に続く
今回の作品はロルカの詩に着想。詩の朗読等で舞踊家・俳優の舘形比呂一。
スペインからはダヴィ・サンチェスが来日。24日第1部に荘村清志、25日第1部
に渡辺香津美が演奏。

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

ドゥエンデ・デル・フラメンコ
　　  -フラメンコの妖しい魅力-

4/14
（金）
先行予約
開始

■構成・振付・演出・出演／小松原庸子
■演奏／荘村清志（24日）、渡辺香津美（25日）
■出演／入交恒子、AMI鎌田厚子、ダヴィ・サンチェス、奥濱春彦、舘形比呂一　ほか

6⁄24（土）  3:00pm・25（日）  2:00pm
全席指定 ￥5,500

忠臣蔵に隠されたもう一つのものがたり
京都・大蔵流茂山千五郎家の若手ユニットHANAGATA。今年１～２月、全国
１０都市ツアーを敢行。
HANAGATA狂言で全国を魅了した５名がこの夏、新作を披露！
兵庫で新作をやるならやはり「ご当地ものを！」ということで“忠臣蔵”やります。
誰もが知る忠臣蔵に隠された、誰も知らない壮大で壮絶なものがたり。

HANAGATA 忠臣蔵
4/14
（金）
先行予約
開始

■作／ごまのはえ
■出演／茂山千五郎、茂山宗彦、茂山 茂、茂山逸平、茂山童司

7⁄22（土）  12:00pm／3:30pm
A ￥3,000　B ￥2,000

物語の悪役にも人生がある。家族もいる。
放送作家として数々のヒットを飛ばし続ける鈴木おさむ書き下ろしの舞台が
登場。日本を助ける正義のヒーローとその仇の物語。本当はヒーローになり
たかったが、仕方なく「悪役」になってしまった、あるいはなるしかなかった、
笑えて切なく哀しい物語。

僕だってヒーローになりたかった
4/14
（金）
先行予約
開始

■作・演出／鈴木おさむ
■出演／田中 圭、真野恵里菜、松下優也、手塚とおる　ほか

兵庫県が舞台となった浄瑠璃の名作は、熊谷次郎直実が
平敦盛を討ち取った史話『平家物語』を劇化した作品です。
藤原仲光が、主君・源満仲（多田満仲※）の子の身替わりとして我が子の首を討
つ、能の『満仲』（観世流では『仲光』）は、のちの浄瑠璃や歌舞伎にみる〈身替わり
物〉のルーツとなり、海外向けに翻訳された最初の日本文学とされています。同
じ様に、身替わり物を代表する名作『一谷　軍記』熊谷陣屋の段を、兵庫在住の
人形遣いが中心となって上演します。※現在の兵庫県川西市多田の地を本拠と
した武将で、源氏一門の祖。

文楽 in Hyogo『一谷　軍記』
熊谷陣屋の段

4/14
（金）
先行予約
開始

第1部　トーク「兵庫・神戸が舞台となった古典劇」
■出演／加藤隆久（生田神社名誉宮司、神戸女子大学名誉教授）
■聞き手／河内厚郎（兵庫県立芸術文化センター特別参与）

第2部　文楽『一谷　軍記』熊谷陣屋の段
■太夫／竹本千歳太夫　■三味線／豊澤富助
■人形／吉田和生、吉田玉男 ほか人形浄瑠璃文楽座技芸員

7⁄1（土）  2:00pm
全席指定 ￥3,500

いちのたにふたばぐんき

華やかに贈る二大ピアノ協奏曲
芸術文化センター開館当初から魅力的なプログラムを展開している仲道郁代。
デビュー３０周年記念の今回の公演は、大曲ショパンとチャイコフスキーのピアノ協奏曲

を一挙にお贈りする豪華なプログラム。タクトをとるのは炎の指揮者、小林研一郎。
情熱溢れる共演をお楽しみに！

4/13
（木）
先行予約
開始

9⁄30（土）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

仲道郁代（ピアノ） デビュー３０周年記念コンチェルト

チャイコフスキー ： 弦楽セレナードより 第1楽章
ショパン ： ピアノ協奏曲 第１番
チャイコフスキー ： ピアノ協奏曲 第１番

■指揮／小林研一郎　■ピアノ／仲道郁代
■管弦楽／大阪フィルハーモニー交響楽団

Ⓒ Kiyotaka Saito2,000 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyotakatakatakatakatakatakatakatakatakatakaakatakatakatakatakatakatakatakatakatakak  Sa S Sai Sai Sa Sai Sai Sai Sa Sa Sai Sai SaiSai Sai S SaSai Sai Sa SaitototottotototototoⒸ Kiyotaka Saito Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 島島 島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆島 隆島飯島 島 飯島 隆島 島 島 島 隆飯島 隆島 島 隆飯島 隆Ⓒ 飯島 隆撮影：満田 聡ooooooooooooooooooooo 撮影：満影：満影：満撮影：満影：影：：影：：影：満：影：満影：撮影：満：影：影：：影 田 聡田 聡田 聡 聡聡聡 聡 田 聡聡田 聡 聡聡撮撮撮撮撮撮撮影：満田 聡

いつもの朝がちょっとスペシャルに―ワインコインで朝ＰＡＣ
好評につき３シーズン連続登場！ＰＡＣメンバーがこだわりを持ってセレクトした多彩な
室内楽作品を、２公演異なるプログラムでたっぷりお届けする1時間のコンサート。
PACの音楽と一緒に過ごす、ちょっと素敵な朝のひと時。どうぞお楽しみください。

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACモーニング室内楽

4/13
（木）
先行予約
開始

6⁄3（土）  10:30am・27（火）  10:30am
全席指定 ￥500

６月３日（土）
～モーツァルトとベートーヴェン～
モーツァルト ： オーボエ四重奏曲、ベートーヴェン ： 七重奏曲

６月27日（火）
～ロシア室内楽への誘い～
グラズノフ ： 弦楽五重奏曲、プロコフィエフ ： 五重奏曲

■出演／PACメンバー

楽都より彩やかな「四季」と室内楽名曲選
兵庫出身の日下紗矢子がコンサートマスターを務める、ベルリン・コンツェルトハウス
管弦楽団の精鋭たちによる室内オーケストラ。厚い信頼関係で結ばれた彼らが
『四季』はじめ名曲ばかりを集めた、極上のアンサンブルにご期待ください。

プロムナード・コンサート

日下紗矢子＆ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ
4/13
（木）
先行予約
開始

パッヘルベル ： カノンとジーグ ニ長調
ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン協奏曲集『四季』
バーバー ： 弦楽のためのアダージョ
チャイコフスキー ： 弦楽セレナード

■コンサートマスター＆ヴァイオリン独奏／日下紗矢子
■出演／ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ

4/13
（木）
先行予約
開始

ワンコイン・コンサート

Ⓒ s.yamamoto

084‒659
ケットオフィスでもご予約を承ります。すす

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ s.yas.yas.yas.yas.ys.yas.yas.yas.ya.ys.ys.yas.s.ys.yyyyyyy mamomamomamomoomomototototototootⒸ s.yamamoto

Ⓒ Kiyoaki Sasahara

下紗矢子
ケストラ ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyoKiyo kaki aki akiakiakaki kaki kiaki aki akiaki aki aki SSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaasaSasaSasaSasaSasaSasSasaSasaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaaraharharaharaharaaraharaⒸ Kiyoaki Sasahara

Ⓒ 得能通弘

⁄24（土）3:00pm
席指定 ￥5,500

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 得得得得能得能通能得能得能得能得能得能通能得Ⓒ 得能通弘 photo : Yosuke Komatsu

0pmm・25（日）2:00

通弘通弘弘弘弘弘弘弘通弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘通弘 ototottototototototttoottto : o :oo : o : o : oo YosuYoosuYosuYoYoYosYososuosusYososuYYYYY ke Kke Kke Kke Kke Kkkeke ke ee eee e e e ke Kke Kkeke ke Kke ke ke Ke Kee KKe Komatomatomommattomatsususususuuhhphphophophophophohphohhohohophphophophophphophhohphophophopphohohophophopppppppphoto : Yosuke Komatsu

9⁄18（月・祝）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

虹の国･南アフリカより、希望のハーモニーがやってくる！
舞台全体を使って手拍子や足踏みなど体を動かすパフォーマンス、そして南アフリカ
の音楽の多様性が感じられる楽曲を披露。全寮制の合唱団学校に所属する10歳から
15歳のメンバーで構成される合唱団です。

ドラケンスバーグ少年合唱団
4/13
（木）
先行予約
開始

ガンブーダンス、ショショローザ、クウェラ
Sesivuma Sigiya(マンデラを讃える歌) ほか

■出演／ドラケンスバーグ少年合唱団

7⁄29（土）  2:00pm
S ￥5,800　A ￥5,300

7⁄26（水）  2:00pm／7:00pm
（木）
  1:00pm・27

全席指定 ￥8,500

一般発売：5/13（土）
一般発売：4/22（土）

2016年公演より

4/15（土）先行予約開始4/13（木）A席B,C席

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017-18シーズン定期演奏会
定期会員券（９回通し券）、いよいよ発売！
今シーズンもすべての演奏会を金・土・日の３日間開催。９回通し券をお求めいただくと、定期会員として会員ならではのお得な特典やサービスを受けられます。

メシアン ： トゥーランガリラ交響曲

■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■ピアノ／ロジェ・ムラロ
■オンド・マルトノ／原田 節

ハイドン ： 交響曲 第44番『悲しみ』
フォーレ ： 『ペレアスとメリザンド』組曲
チャイコフスキー ： 幻想曲『フランチェスカ・ダ・リミニ』
チャイコフスキー ： 大序曲『１８１２年』
■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■共演／オーケストラ・アンサンブル金沢

ヒンデミット ： 序曲『エロスとプシュケ』
ヒンデミット ： 交響曲『画家マティス』
ベートーヴェン ： ヴァイオリン協奏曲

■指揮／井上道義
■ヴァイオリン／オリヴィエ・シャルリエ

ザンドナーイ ： フルートとオーケストラのための夜想曲
モーツァルト ： フルート協奏曲 第1番
ブラームス ： 交響曲 第2番

■指揮／ユベール・スダーン
■フルート／カール＝ハインツ・シュッツ

第99回定期演奏会 第100回定期演奏会 第101回定期演奏会 第102回定期演奏会

第103回定期演奏会

2⁄16（金）・17（土）・18（日） 

第104回定期演奏会

3⁄9（金）・10（土）・11（日） 

第105回定期演奏会

4⁄20（金）・21（土）・22（日） 
2018

2018

20182018

第106回定期演奏会

第107回定期演奏会

6⁄22（金）・23（土）・24（日） 

定期演奏会料金表

定期会員券（９回通し券）

－

￥27,000（1回分単価￥3,000）

￥22,500（1回分単価￥2,500）

￥16,200（1回分単価￥1,800）

A
B
C
D

￥4,000
￥3,000
￥2,000
￥1,000

1回券

定期会員の特典
○1回券よりもお得な料金でご鑑賞いただけます。
○公開リハーサルへのご招待。

○室内楽演奏会を定期会員のみの特別料金でご購入いただけます。
○PAC紹介パンフレットやオリジナル・グッズをプレゼント！

ガーシュウィン ： パリのアメリカ人 
ガーシュウィン ： ラプソディー・イン・ブルー
コープランド ： 交響曲 第３番

■指揮／キース・ロックハート
■ピアノ／反田恭平

各日3：00pm
開演

年間に開催する定期演奏会の同じ座席を９回分通した「定期会員券（９回通し券）」をご購入いただけます。
定期会員券（９回通し券）は、「金曜通し券」「土曜通し券」「日曜通し券」となります。

9⁄15（金）・16（土）・17（日） 11⁄17（金）・18（土）・19（日） 1⁄19（金）・20（土）・21（日） 10⁄6（金）・7（土）・8（日） 

リムスキー＝コルサコフ ： 序曲『ロシアの復活祭』
ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番
ストラヴィンスキー ： バレエ音楽『ペトルーシュカ』（1947年版）
■指揮／ロッセン・ミラノフ
■ピアノ／イノン・バルナタン

※Ｄ席は１回券のみの取扱いとなります。
※１回券は、2017年6月より順次発売
　いたします。

ジェームス・マクミラン ： ブリタニア
ブルッフ ： スコットランド幻想曲 
メンデルスゾーン ： 交響曲 第３番『スコットランド』

■指揮／下野竜也
■ヴァイオリン／三浦文彰

マスネ ： 組曲 第４番『絵のような風景』 
サン＝サーンス ： チェロ協奏曲 第１番
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』、『ローマの祭』

■指揮／ヘスス・ロペス＝コボス
■チェロ／ルイジ・ピオヴァノ

コダーイ ： ガランタ舞曲
バルトーク ： ピアノ協奏曲 第３番 
プロコフィエフ ： 『ロメオとジュリエット』組曲（抜粋）

■指揮／ヨエル・レヴィ
■ピアノ／ピョートル・アンデルシェフスキ

PACオーケストラ2017-18シーズン全9回の定期演奏会を、毎回同じお席でお楽しみいただける
定期会員券（9回通し券）がいよいよ発売！佐渡裕芸術監督が幕開けにメシアンの大曲「トゥーラン
ガリラ交響曲」、1月にはオーケストラ・アンサンブル金沢との合同公演に登場する他、指揮者には
巨匠ヘスス・ロペス＝コボスや、おなじみ井上道義、下野竜也、ユベール・スダーンらが、ソリストには
話題の気鋭ヴァイオリニスト三浦文彰やウィーン・フィルの首席を務めるフルートの名手カール＝
ハインツ・シュッツ、PAC特別演奏会にて豊潤で瑞々しい演奏を披露したフランス・ヴァイオリン界
の重鎮オリヴィエ・シャルリエなど、充実の顔ぶれで、バラエティ豊かなプログラムをお届けいたし
ます。お楽しみがいっぱい詰まった9公演全てをマイ・シートで鑑賞でき、いろいろ特典もついた
おトクな定期会員券を、ぜひこの機会にお買い求めください！ 

2018

2018

5⁄25（金）・26（土）・27（日） 

Ⓒ 飯島 隆

9⁄15（金）
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島 隆飯島 飯島 隆島 島 島  島 島 飯島 隆島島 飯島 隆Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ 飯島 隆

2⁄1
2018
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 飯島 飯島 隆飯島 隆飯島飯島 島 島 飯島飯島 島 島島  島飯島 島 飯島 隆Ⓒ 飯島 隆 Ⓒ 飯島 隆

2（日） 
2018

5⁄25（金）・2
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島飯島 島 隆島 島 島  島島飯島 隆島 隆飯島 隆島 島 Ⓒ 飯島 隆Ⓒ Yuji Hori

7（土）・186（金）・17
隆隆隆隆隆隆隆隆隆 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYuYujiYujiYujiYujiYuYujiYujiYujiYuYujiYujiYujYujiYuYujiYu  HorHorHoHorHorHorHorHorHoHoHorHorHoHorHorHorHor HorHor HoriiiⒸ Yuji Hori

Ⓒ MarcoBorggreve

24（日） 

C
D

定期
○1
○公

rrrrrrrrrrrrrrrrrrggreggreggreggreggrggreggreggreggrggrggreggrerggreggregggg veveveveveveveveveveⒸ MarcoBorggreveⒸ Anthony Sinagoga

2018

6⁄222（金）・23（土）・2
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcrcMarcarMarcMarcoBooBooBooBoroBoroBoroBoroBoroBoroBooBooBooBoroBoroBoroBooBoroBoroBorMarcoBorⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthooooooooony ny y ny ny nyny ny ny ny ny y ny ny yny ny ny y SinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinSinanaSinaSinagogagogagogagoggoggoggogagg gg ggg gg gg gg ggⒸ Anthony Sinagoga

Ⓒ Georges Braunschweig GM Press

3⁄9（金）・10（土）・1
2018

8（日） 
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ GeoGeorGeorGeorGeorGeorGeorGeoGeorgesges ges ges ges es esges ges ges ges BraBrauBrauBrauBrauBr hnscnschnschnschhhhschnschweigweigweigweigieigweigweigweigweigweigweigweigweigweigg GGM GM  GM  GM  GM  GG GM  GM GM GM PresPresPresPrPresPresPresPrePresPressssssⒸ Georges Braunschweig GM Press Ⓒ Mieko Urisaka

1（日） 4⁄44 20（金）・21（土）
2018
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MiekMiekMiekMiMi kMi kMi kMiekMiekMi kkMi kMiekM kMiekkkMieko Uo Uo Uo Uo Uro o Uro Uro Uro Ur Ur UrUro Uro Uro Uro Uro Uo Uro Uro UrisakisakkkkkksakkkisakkkkaaⒸ Mieko Urisaka

Ⓒ K,Miura

（土）・8（日） 
K,MK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,K,MK,MK,MK,MMK,MK,MK,MK,MK,MK,MKK uraurauraurrururrararaurararⒸ K,MiuraⒸ K.Abosch

⁄⁄6（金）・7
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KKKKKKososososos hhhhschschschschhhhhhschschschⒸ K.AboschⒸ Yutaka Hamano

6（土）・17）・16 7（日） 10⁄
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ K.AbK.AbK.AbK.AbK AbK.AbK.AbAbAbAb.AbK.AbK.AbK.AbK AbK AbK.AbAbK.Ab.AK.A oooK.AboⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YutaYutaYutaYutaYutaYuYutaYutatYutaYutaYutaYutatYuYutaYY kkkkkkkkkkkkkaa Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha HHamanamanmanoooooooⒸ Yutaka Hamano

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島飯島 隆島 島 島  島 島 隆飯島 隆飯島 隆島 島 島 Ⓒ 飯島 隆



0570‒084‒659
※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。※芸術文化センターチケットオフィスでもご予約を承ります。

ローソンチケット特別電話
つながりやすい！

長町香里～絢爛！コロラトゥーラ・ソプラノ
J.シュトラウスⅡ世 ： ワルツ『春の声』
オッフェンバック ： 歌劇『ホフマン物語』より“生垣には小鳥たちが”人形の歌
ロッシーニ ： 歌劇『ランスへの旅』より “私は出発したいのです” ほか
■ソプラノ／長町香里　■ピアノ／小柳るみ

6 ⁄15（木）  11:30am
全席指定 ￥500

全席指定 ￥500

持丸秀一郎～“粋”を謳うクラリネット
ガーシュウィン ： 3つのプレリュード、ドビュッシー ： 第一狂詩曲
吉松 隆 ： 鳥の形をした4つの小品 ほか
■クラリネット／持丸秀一郎　■ピアノ／樋上愛加

8 ⁄2（水）  11:30am/3:00pm

な が ま ち

も ち ま る し ゅ う い ち ろ う

か お り

500円で本格的なコンサートを
6月は、2015年に本場イタリアでのデビューを果たした期待の逸材、長町香里。
8月は、ソリストとしても精力的に活動する日本センチュリー交響楽団首席奏者の
持丸秀一郎。今をときめくアーティストが続々登場、“ワンコイン”から目が離せない！

行方不明の妻が戻ってきたら、別人だった…!?
阪急中ホールにて上演された『夫が多すぎて』（2015年）『一人二役』
（2016年）などの作品も記憶に新しい、サスペンス・コメディの巨匠＝ロベール・
トマの不朽の傑作『罠』が再び蘇ります！手に汗握る展開、意表を突く結末が
大評判を呼び、2011年の当センターでの上演も大好評のうちに幕を閉じ
ました。前回に引き続き、深作健太の演出により、さらに深く、よりグレード
アップした舞台をお目にかけます。

罠
4/14
（金）
先行予約
開始

■作／ロベール・トマ
■演出／深作健太
■出演／加藤和樹、白石美帆、山口馬木也
　　　　筒井道隆　ほか

7⁄15（土）  1:00pm／5:00pm・16（日）  1:00pm
全席指定 ￥8,500

たとえ月さえおそれるものか かぐや姫をゆかせてはならぬ
今年も打打打団の夏がやってきます！関西から世界へと活躍している演劇する
和太鼓集団「打打打団 天鼓」。今年は結成30周年を迎え、「竹取物語」をテーマ
に、和太鼓という枠を飛び越えた新感覚エンターテインメントをご覧いただ
きます！

結成３０周年記念プロジェクト

打打打団 天鼓 和太鼓コンサート
～Drama Drummer 『竹取物語』～

4/14
（金）
先行予約
開始

第一部 打コレクション
第二部 竹取物語

■構成・演出／北林佐和子
■出演／打打打団 天鼓

7⁄17（月・祝）  4:00pm
全席指定 ￥4,900

2年半ぶりに小松原庸子振付作品が登場
トップギタリスト 荘村清志（24日）、渡辺香津美（25日）も出演！
大好評だった「フラメンコ クラシコを舞う」「フラメンコ カルメンを舞う」に続く
今回の作品はロルカの詩に着想。詩の朗読等で舞踊家・俳優の舘形比呂一。
スペインからはダヴィ・サンチェスが来日。24日第1部に荘村清志、25日第1部
に渡辺香津美が演奏。

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

ドゥエンデ・デル・フラメンコ
　　  -フラメンコの妖しい魅力-

4/14
（金）
先行予約
開始

■構成・振付・演出・出演／小松原庸子
■演奏／荘村清志（24日）、渡辺香津美（25日）
■出演／入交恒子、AMI鎌田厚子、ダヴィ・サンチェス、奥濱春彦、舘形比呂一　ほか

6⁄24（土）  3:00pm・25（日）  2:00pm
全席指定 ￥5,500

忠臣蔵に隠されたもう一つのものがたり
京都・大蔵流茂山千五郎家の若手ユニットHANAGATA。今年１～２月、全国
１０都市ツアーを敢行。
HANAGATA狂言で全国を魅了した５名がこの夏、新作を披露！
兵庫で新作をやるならやはり「ご当地ものを！」ということで“忠臣蔵”やります。
誰もが知る忠臣蔵に隠された、誰も知らない壮大で壮絶なものがたり。

HANAGATA 忠臣蔵
4/14
（金）
先行予約
開始

■作／ごまのはえ
■出演／茂山千五郎、茂山宗彦、茂山 茂、茂山逸平、茂山童司

7⁄22（土）  12:00pm／3:30pm
A ￥3,000　B ￥2,000

物語の悪役にも人生がある。家族もいる。
放送作家として数々のヒットを飛ばし続ける鈴木おさむ書き下ろしの舞台が
登場。日本を助ける正義のヒーローとその仇の物語。本当はヒーローになり
たかったが、仕方なく「悪役」になってしまった、あるいはなるしかなかった、
笑えて切なく哀しい物語。

僕だってヒーローになりたかった
4/14
（金）
先行予約
開始

■作・演出／鈴木おさむ
■出演／田中 圭、真野恵里菜、松下優也、手塚とおる　ほか

兵庫県が舞台となった浄瑠璃の名作は、熊谷次郎直実が
平敦盛を討ち取った史話『平家物語』を劇化した作品です。
藤原仲光が、主君・源満仲（多田満仲※）の子の身替わりとして我が子の首を討
つ、能の『満仲』（観世流では『仲光』）は、のちの浄瑠璃や歌舞伎にみる〈身替わり
物〉のルーツとなり、海外向けに翻訳された最初の日本文学とされています。同
じ様に、身替わり物を代表する名作『一谷　軍記』熊谷陣屋の段を、兵庫在住の
人形遣いが中心となって上演します。※現在の兵庫県川西市多田の地を本拠と
した武将で、源氏一門の祖。

文楽 in Hyogo『一谷　軍記』
熊谷陣屋の段

4/14
（金）
先行予約
開始

第1部　トーク「兵庫・神戸が舞台となった古典劇」
■出演／加藤隆久（生田神社名誉宮司、神戸女子大学名誉教授）
■聞き手／河内厚郎（兵庫県立芸術文化センター特別参与）

第2部　文楽『一谷　軍記』熊谷陣屋の段
■太夫／竹本千歳太夫　■三味線／豊澤富助
■人形／吉田和生、吉田玉男 ほか人形浄瑠璃文楽座技芸員

7⁄1（土）  2:00pm
全席指定 ￥3,500

いちのたにふたばぐんき

華やかに贈る二大ピアノ協奏曲
芸術文化センター開館当初から魅力的なプログラムを展開している仲道郁代。
デビュー３０周年記念の今回の公演は、大曲ショパンとチャイコフスキーのピアノ協奏曲

を一挙にお贈りする豪華なプログラム。タクトをとるのは炎の指揮者、小林研一郎。
情熱溢れる共演をお楽しみに！

4/13
（木）
先行予約
開始

9⁄30（土）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

仲道郁代（ピアノ） デビュー３０周年記念コンチェルト

チャイコフスキー ： 弦楽セレナードより 第1楽章
ショパン ： ピアノ協奏曲 第１番
チャイコフスキー ： ピアノ協奏曲 第１番

■指揮／小林研一郎　■ピアノ／仲道郁代
■管弦楽／大阪フィルハーモニー交響楽団

Ⓒ Kiyotaka Saito2,000 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyotakatakatakatakatakatakatakatakatakatakaakatakatakatakatakatakatakatakatakatakak  Sa S Sai Sai Sa Sai Sai Sai Sa Sa Sai Sai SaiSai Sai S SaSai Sai Sa SaitototottotototototoⒸ Kiyotaka Saito Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 島島 島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆島 隆島飯島 島 飯島 隆島 島 島 島 隆飯島 隆島 島 隆飯島 隆Ⓒ 飯島 隆撮影：満田 聡ooooooooooooooooooooo 撮影：満影：満影：満撮影：満影：影：：影：：影：満：影：満影：撮影：満：影：影：：影 田 聡田 聡田 聡 聡聡聡 聡 田 聡聡田 聡 聡聡撮撮撮撮撮撮撮影：満田 聡

いつもの朝がちょっとスペシャルに―ワインコインで朝ＰＡＣ
好評につき３シーズン連続登場！ＰＡＣメンバーがこだわりを持ってセレクトした多彩な
室内楽作品を、２公演異なるプログラムでたっぷりお届けする1時間のコンサート。
PACの音楽と一緒に過ごす、ちょっと素敵な朝のひと時。どうぞお楽しみください。

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACモーニング室内楽

4/13
（木）
先行予約
開始

6⁄3（土）  10:30am・27（火）  10:30am
全席指定 ￥500

６月３日（土）
～モーツァルトとベートーヴェン～
モーツァルト ： オーボエ四重奏曲、ベートーヴェン ： 七重奏曲

６月27日（火）
～ロシア室内楽への誘い～
グラズノフ ： 弦楽五重奏曲、プロコフィエフ ： 五重奏曲

■出演／PACメンバー

楽都より彩やかな「四季」と室内楽名曲選
兵庫出身の日下紗矢子がコンサートマスターを務める、ベルリン・コンツェルトハウス
管弦楽団の精鋭たちによる室内オーケストラ。厚い信頼関係で結ばれた彼らが
『四季』はじめ名曲ばかりを集めた、極上のアンサンブルにご期待ください。

プロムナード・コンサート

日下紗矢子＆ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ
4/13
（木）
先行予約
開始

パッヘルベル ： カノンとジーグ ニ長調
ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン協奏曲集『四季』
バーバー ： 弦楽のためのアダージョ
チャイコフスキー ： 弦楽セレナード

■コンサートマスター＆ヴァイオリン独奏／日下紗矢子
■出演／ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ

4/13
（木）
先行予約
開始

ワンコイン・コンサート

Ⓒ s.yamamoto

084‒659
ケットオフィスでもご予約を承ります。すす

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ s.yas.yas.yas.yas.ys.yas.yas.yas.ya.ys.ys.yas.s.ys.yyyyyyy mamomamomamomoomomototototototootⒸ s.yamamoto

Ⓒ Kiyoaki Sasahara

下紗矢子
ケストラ ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyoKiyo kaki aki akiakiakaki kaki kiaki aki akiaki aki aki SSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaasaSasaSasaSasaSasaSasSasaSasaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaaraharharaharaharaaraharaⒸ Kiyoaki Sasahara

Ⓒ 得能通弘

⁄24（土）3:00pm
席指定 ￥5,500

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 得得得得能得能通能得能得能得能得能得能通能得Ⓒ 得能通弘 photo : Yosuke Komatsu

0pmm・25（日）2:00

通弘通弘弘弘弘弘弘弘通弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘通弘 ototottototototototttoottto : o :oo : o : o : oo YosuYoosuYosuYoYoYosYososuosusYososuYYYYY ke Kke Kke Kke Kke Kkkeke ke ee eee e e e ke Kke Kkeke ke Kke ke ke Ke Kee KKe Komatomatomommattomatsususususuuhhphphophophophophohphohhohohophphophophophphophhohphophophopphohohophophopppppppphoto : Yosuke Komatsu

9⁄18（月・祝）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

虹の国･南アフリカより、希望のハーモニーがやってくる！
舞台全体を使って手拍子や足踏みなど体を動かすパフォーマンス、そして南アフリカ
の音楽の多様性が感じられる楽曲を披露。全寮制の合唱団学校に所属する10歳から
15歳のメンバーで構成される合唱団です。

ドラケンスバーグ少年合唱団
4/13
（木）
先行予約
開始

ガンブーダンス、ショショローザ、クウェラ
Sesivuma Sigiya(マンデラを讃える歌) ほか

■出演／ドラケンスバーグ少年合唱団

7⁄29（土）  2:00pm
S ￥5,800　A ￥5,300

7⁄26（水）  2:00pm／7:00pm
（木）
  1:00pm・27

全席指定 ￥8,500

一般発売：5/13（土）
一般発売：4/22（土）

2016年公演より

4/15（土）先行予約開始4/13（木）A席B,C席

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017-18シーズン定期演奏会
定期会員券（９回通し券）、いよいよ発売！
今シーズンもすべての演奏会を金・土・日の３日間開催。９回通し券をお求めいただくと、定期会員として会員ならではのお得な特典やサービスを受けられます。

メシアン ： トゥーランガリラ交響曲

■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■ピアノ／ロジェ・ムラロ
■オンド・マルトノ／原田 節

ハイドン ： 交響曲 第44番『悲しみ』
フォーレ ： 『ペレアスとメリザンド』組曲
チャイコフスキー ： 幻想曲『フランチェスカ・ダ・リミニ』
チャイコフスキー ： 大序曲『１８１２年』
■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■共演／オーケストラ・アンサンブル金沢

ヒンデミット ： 序曲『エロスとプシュケ』
ヒンデミット ： 交響曲『画家マティス』
ベートーヴェン ： ヴァイオリン協奏曲

■指揮／井上道義
■ヴァイオリン／オリヴィエ・シャルリエ

ザンドナーイ ： フルートとオーケストラのための夜想曲
モーツァルト ： フルート協奏曲 第1番
ブラームス ： 交響曲 第2番

■指揮／ユベール・スダーン
■フルート／カール＝ハインツ・シュッツ

第99回定期演奏会 第100回定期演奏会 第101回定期演奏会 第102回定期演奏会

第103回定期演奏会

2⁄16（金）・17（土）・18（日） 

第104回定期演奏会

3⁄9（金）・10（土）・11（日） 

第105回定期演奏会

4⁄20（金）・21（土）・22（日） 
2018

2018

20182018

第106回定期演奏会

第107回定期演奏会

6⁄22（金）・23（土）・24（日） 

定期演奏会料金表

定期会員券（９回通し券）

－

￥27,000（1回分単価￥3,000）

￥22,500（1回分単価￥2,500）

￥16,200（1回分単価￥1,800）

A
B
C
D

￥4,000
￥3,000
￥2,000
￥1,000

1回券

定期会員の特典
○1回券よりもお得な料金でご鑑賞いただけます。
○公開リハーサルへのご招待。

○室内楽演奏会を定期会員のみの特別料金でご購入いただけます。
○PAC紹介パンフレットやオリジナル・グッズをプレゼント！

ガーシュウィン ： パリのアメリカ人 
ガーシュウィン ： ラプソディー・イン・ブルー
コープランド ： 交響曲 第３番

■指揮／キース・ロックハート
■ピアノ／反田恭平

各日3：00pm
開演

年間に開催する定期演奏会の同じ座席を９回分通した「定期会員券（９回通し券）」をご購入いただけます。
定期会員券（９回通し券）は、「金曜通し券」「土曜通し券」「日曜通し券」となります。

9⁄15（金）・16（土）・17（日） 11⁄17（金）・18（土）・19（日） 1⁄19（金）・20（土）・21（日） 10⁄6（金）・7（土）・8（日） 

リムスキー＝コルサコフ ： 序曲『ロシアの復活祭』
ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番
ストラヴィンスキー ： バレエ音楽『ペトルーシュカ』（1947年版）
■指揮／ロッセン・ミラノフ
■ピアノ／イノン・バルナタン

※Ｄ席は１回券のみの取扱いとなります。
※１回券は、2017年6月より順次発売
　いたします。

ジェームス・マクミラン ： ブリタニア
ブルッフ ： スコットランド幻想曲 
メンデルスゾーン ： 交響曲 第３番『スコットランド』

■指揮／下野竜也
■ヴァイオリン／三浦文彰

マスネ ： 組曲 第４番『絵のような風景』 
サン＝サーンス ： チェロ協奏曲 第１番
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』、『ローマの祭』

■指揮／ヘスス・ロペス＝コボス
■チェロ／ルイジ・ピオヴァノ

コダーイ ： ガランタ舞曲
バルトーク ： ピアノ協奏曲 第３番 
プロコフィエフ ： 『ロメオとジュリエット』組曲（抜粋）

■指揮／ヨエル・レヴィ
■ピアノ／ピョートル・アンデルシェフスキ

PACオーケストラ2017-18シーズン全9回の定期演奏会を、毎回同じお席でお楽しみいただける
定期会員券（9回通し券）がいよいよ発売！佐渡裕芸術監督が幕開けにメシアンの大曲「トゥーラン
ガリラ交響曲」、1月にはオーケストラ・アンサンブル金沢との合同公演に登場する他、指揮者には
巨匠ヘスス・ロペス＝コボスや、おなじみ井上道義、下野竜也、ユベール・スダーンらが、ソリストには
話題の気鋭ヴァイオリニスト三浦文彰やウィーン・フィルの首席を務めるフルートの名手カール＝
ハインツ・シュッツ、PAC特別演奏会にて豊潤で瑞々しい演奏を披露したフランス・ヴァイオリン界
の重鎮オリヴィエ・シャルリエなど、充実の顔ぶれで、バラエティ豊かなプログラムをお届けいたし
ます。お楽しみがいっぱい詰まった9公演全てをマイ・シートで鑑賞でき、いろいろ特典もついた
おトクな定期会員券を、ぜひこの機会にお買い求めください！ 

2018

2018

5⁄25（金）・26（土）・27（日） 

Ⓒ 飯島 隆

9⁄15（金）
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Ⓒ 飯島 隆

2⁄1
2018
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2（日） 
2018

5⁄25（金）・2
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7（土）・186（金）・17
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Ⓒ MarcoBorggreve

24（日） 

C
D

定期
○1
○公

rrrrrrrrrrrrrrrrrrggreggreggreggreggrggreggreggreggrggrggreggrerggreggregggg veveveveveveveveveveⒸ MarcoBorggreveⒸ Anthony Sinagoga

2018

6⁄222（金）・23（土）・2
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcrcMarcarMarcMarcoBooBooBooBoroBoroBoroBoroBoroBoroBooBooBooBoroBoroBoroBooBoroBoroBorMarcoBorⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthooooooooony ny y ny ny nyny ny ny ny ny y ny ny yny ny ny y SinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinSinanaSinaSinagogagogagogagoggoggoggogagg gg ggg gg gg gg ggⒸ Anthony Sinagoga

Ⓒ Georges Braunschweig GM Press

3⁄9（金）・10（土）・1
2018

8（日） 
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ GeoGeorGeorGeorGeorGeorGeorGeoGeorgesges ges ges ges es esges ges ges ges BraBrauBrauBrauBrauBr hnscnschnschnschhhhschnschweigweigweigweigieigweigweigweigweigweigweigweigweigweigg GGM GM  GM  GM  GM  GG GM  GM GM GM PresPresPresPrPresPresPresPrePresPressssssⒸ Georges Braunschweig GM Press Ⓒ Mieko Urisaka

1（日） 4⁄44 20（金）・21（土）
2018
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MiekMiekMiekMiMi kMi kMi kMiekMiekMi kkMi kMiekM kMiekkkMieko Uo Uo Uo Uo Uro o Uro Uro Uro Ur Ur UrUro Uro Uro Uro Uro Uo Uro Uro UrisakisakkkkkksakkkisakkkkaaⒸ Mieko Urisaka

Ⓒ K,Miura

（土）・8（日） 
K,MK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,K,MK,MK,MK,MMK,MK,MK,MK,MK,MK,MKK uraurauraurrururrararaurararⒸ K,MiuraⒸ K.Abosch

⁄⁄6（金）・7
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KKKKKKososososos hhhhschschschschhhhhhschschschⒸ K.AboschⒸ Yutaka Hamano

6（土）・17）・16 7（日） 10⁄
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ K.AbK.AbK.AbK.AbK AbK.AbK.AbAbAbAb.AbK.AbK.AbK.AbK AbK AbK.AbAbK.Ab.AK.A oooK.AboⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YutaYutaYutaYutaYutaYuYutaYutatYutaYutaYutaYutatYuYutaYY kkkkkkkkkkkkkaa Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha HHamanamanmanoooooooⒸ Yutaka Hamano

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島飯島 隆島 島 島  島 島 隆飯島 隆飯島 隆島 島 島 Ⓒ 飯島 隆



0570‒084‒659
※詳しくは、同封のチラシをご覧ください。※芸術文化センターチケットオフィスでもご予約を承ります。

ローソンチケット特別電話
つながりやすい！

長町香里～絢爛！コロラトゥーラ・ソプラノ
J.シュトラウスⅡ世 ： ワルツ『春の声』
オッフェンバック ： 歌劇『ホフマン物語』より“生垣には小鳥たちが”人形の歌
ロッシーニ ： 歌劇『ランスへの旅』より “私は出発したいのです” ほか
■ソプラノ／長町香里　■ピアノ／小柳るみ

6 ⁄15（木）  11:30am
全席指定 ￥500

全席指定 ￥500

持丸秀一郎～“粋”を謳うクラリネット
ガーシュウィン ： 3つのプレリュード、ドビュッシー ： 第一狂詩曲
吉松 隆 ： 鳥の形をした4つの小品 ほか
■クラリネット／持丸秀一郎　■ピアノ／樋上愛加

8 ⁄2（水）  11:30am/3:00pm

な が ま ち

も ち ま る し ゅ う い ち ろ う

か お り

500円で本格的なコンサートを
6月は、2015年に本場イタリアでのデビューを果たした期待の逸材、長町香里。
8月は、ソリストとしても精力的に活動する日本センチュリー交響楽団首席奏者の
持丸秀一郎。今をときめくアーティストが続々登場、“ワンコイン”から目が離せない！

行方不明の妻が戻ってきたら、別人だった…!?
阪急中ホールにて上演された『夫が多すぎて』（2015年）『一人二役』
（2016年）などの作品も記憶に新しい、サスペンス・コメディの巨匠＝ロベール・
トマの不朽の傑作『罠』が再び蘇ります！手に汗握る展開、意表を突く結末が
大評判を呼び、2011年の当センターでの上演も大好評のうちに幕を閉じ
ました。前回に引き続き、深作健太の演出により、さらに深く、よりグレード
アップした舞台をお目にかけます。

罠
4/14
（金）
先行予約
開始

■作／ロベール・トマ
■演出／深作健太
■出演／加藤和樹、白石美帆、山口馬木也
　　　　筒井道隆　ほか

7⁄15（土）  1:00pm／5:00pm・16（日）  1:00pm
全席指定 ￥8,500

たとえ月さえおそれるものか かぐや姫をゆかせてはならぬ
今年も打打打団の夏がやってきます！関西から世界へと活躍している演劇する
和太鼓集団「打打打団 天鼓」。今年は結成30周年を迎え、「竹取物語」をテーマ
に、和太鼓という枠を飛び越えた新感覚エンターテインメントをご覧いただ
きます！

結成３０周年記念プロジェクト

打打打団 天鼓 和太鼓コンサート
～Drama Drummer 『竹取物語』～

4/14
（金）
先行予約
開始

第一部 打コレクション
第二部 竹取物語

■構成・演出／北林佐和子
■出演／打打打団 天鼓

7⁄17（月・祝）  4:00pm
全席指定 ￥4,900

2年半ぶりに小松原庸子振付作品が登場
トップギタリスト 荘村清志（24日）、渡辺香津美（25日）も出演！
大好評だった「フラメンコ クラシコを舞う」「フラメンコ カルメンを舞う」に続く
今回の作品はロルカの詩に着想。詩の朗読等で舞踊家・俳優の舘形比呂一。
スペインからはダヴィ・サンチェスが来日。24日第1部に荘村清志、25日第1部
に渡辺香津美が演奏。

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

ドゥエンデ・デル・フラメンコ
　　  -フラメンコの妖しい魅力-

4/14
（金）
先行予約
開始

■構成・振付・演出・出演／小松原庸子
■演奏／荘村清志（24日）、渡辺香津美（25日）
■出演／入交恒子、AMI鎌田厚子、ダヴィ・サンチェス、奥濱春彦、舘形比呂一　ほか

6⁄24（土）  3:00pm・25（日）  2:00pm
全席指定 ￥5,500

忠臣蔵に隠されたもう一つのものがたり
京都・大蔵流茂山千五郎家の若手ユニットHANAGATA。今年１～２月、全国
１０都市ツアーを敢行。
HANAGATA狂言で全国を魅了した５名がこの夏、新作を披露！
兵庫で新作をやるならやはり「ご当地ものを！」ということで“忠臣蔵”やります。
誰もが知る忠臣蔵に隠された、誰も知らない壮大で壮絶なものがたり。

HANAGATA 忠臣蔵
4/14
（金）
先行予約
開始

■作／ごまのはえ
■出演／茂山千五郎、茂山宗彦、茂山 茂、茂山逸平、茂山童司

7⁄22（土）  12:00pm／3:30pm
A ￥3,000　B ￥2,000

物語の悪役にも人生がある。家族もいる。
放送作家として数々のヒットを飛ばし続ける鈴木おさむ書き下ろしの舞台が
登場。日本を助ける正義のヒーローとその仇の物語。本当はヒーローになり
たかったが、仕方なく「悪役」になってしまった、あるいはなるしかなかった、
笑えて切なく哀しい物語。

僕だってヒーローになりたかった
4/14
（金）
先行予約
開始

■作・演出／鈴木おさむ
■出演／田中 圭、真野恵里菜、松下優也、手塚とおる　ほか

兵庫県が舞台となった浄瑠璃の名作は、熊谷次郎直実が
平敦盛を討ち取った史話『平家物語』を劇化した作品です。
藤原仲光が、主君・源満仲（多田満仲※）の子の身替わりとして我が子の首を討
つ、能の『満仲』（観世流では『仲光』）は、のちの浄瑠璃や歌舞伎にみる〈身替わり
物〉のルーツとなり、海外向けに翻訳された最初の日本文学とされています。同
じ様に、身替わり物を代表する名作『一谷　軍記』熊谷陣屋の段を、兵庫在住の
人形遣いが中心となって上演します。※現在の兵庫県川西市多田の地を本拠と
した武将で、源氏一門の祖。

文楽 in Hyogo『一谷　軍記』
熊谷陣屋の段

4/14
（金）
先行予約
開始

第1部　トーク「兵庫・神戸が舞台となった古典劇」
■出演／加藤隆久（生田神社名誉宮司、神戸女子大学名誉教授）
■聞き手／河内厚郎（兵庫県立芸術文化センター特別参与）

第2部　文楽『一谷　軍記』熊谷陣屋の段
■太夫／竹本千歳太夫　■三味線／豊澤富助
■人形／吉田和生、吉田玉男 ほか人形浄瑠璃文楽座技芸員

7⁄1（土）  2:00pm
全席指定 ￥3,500

いちのたにふたばぐんき

華やかに贈る二大ピアノ協奏曲
芸術文化センター開館当初から魅力的なプログラムを展開している仲道郁代。
デビュー３０周年記念の今回の公演は、大曲ショパンとチャイコフスキーのピアノ協奏曲

を一挙にお贈りする豪華なプログラム。タクトをとるのは炎の指揮者、小林研一郎。
情熱溢れる共演をお楽しみに！

4/13
（木）
先行予約
開始

9⁄30（土）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

仲道郁代（ピアノ） デビュー３０周年記念コンチェルト

チャイコフスキー ： 弦楽セレナードより 第1楽章
ショパン ： ピアノ協奏曲 第１番
チャイコフスキー ： ピアノ協奏曲 第１番

■指揮／小林研一郎　■ピアノ／仲道郁代
■管弦楽／大阪フィルハーモニー交響楽団

Ⓒ Kiyotaka Saito2,000 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyotakatakatakatakatakatakatakatakatakatakaakatakatakatakatakatakatakatakatakatakak  Sa S Sai Sai Sa Sai Sai Sai Sa Sa Sai Sai SaiSai Sai S SaSai Sai Sa SaitototottotototototoⒸ Kiyotaka Saito Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 島島 島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆島 隆島飯島 島 飯島 隆島 島 島 島 隆飯島 隆島 島 隆飯島 隆Ⓒ 飯島 隆撮影：満田 聡ooooooooooooooooooooo 撮影：満影：満影：満撮影：満影：影：：影：：影：満：影：満影：撮影：満：影：影：：影 田 聡田 聡田 聡 聡聡聡 聡 田 聡聡田 聡 聡聡撮撮撮撮撮撮撮影：満田 聡

いつもの朝がちょっとスペシャルに―ワインコインで朝ＰＡＣ
好評につき３シーズン連続登場！ＰＡＣメンバーがこだわりを持ってセレクトした多彩な
室内楽作品を、２公演異なるプログラムでたっぷりお届けする1時間のコンサート。
PACの音楽と一緒に過ごす、ちょっと素敵な朝のひと時。どうぞお楽しみください。

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACモーニング室内楽

4/13
（木）
先行予約
開始

6⁄3（土）  10:30am・27（火）  10:30am
全席指定 ￥500

６月３日（土）
～モーツァルトとベートーヴェン～
モーツァルト ： オーボエ四重奏曲、ベートーヴェン ： 七重奏曲

６月27日（火）
～ロシア室内楽への誘い～
グラズノフ ： 弦楽五重奏曲、プロコフィエフ ： 五重奏曲

■出演／PACメンバー

楽都より彩やかな「四季」と室内楽名曲選
兵庫出身の日下紗矢子がコンサートマスターを務める、ベルリン・コンツェルトハウス
管弦楽団の精鋭たちによる室内オーケストラ。厚い信頼関係で結ばれた彼らが
『四季』はじめ名曲ばかりを集めた、極上のアンサンブルにご期待ください。

プロムナード・コンサート

日下紗矢子＆ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ
4/13
（木）
先行予約
開始

パッヘルベル ： カノンとジーグ ニ長調
ヴィヴァルディ ： ヴァイオリン協奏曲集『四季』
バーバー ： 弦楽のためのアダージョ
チャイコフスキー ： 弦楽セレナード

■コンサートマスター＆ヴァイオリン独奏／日下紗矢子
■出演／ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ

4/13
（木）
先行予約
開始

ワンコイン・コンサート

Ⓒ s.yamamoto

084‒659
ケットオフィスでもご予約を承ります。すす

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ s.yas.yas.yas.yas.ys.yas.yas.yas.ya.ys.ys.yas.s.ys.yyyyyyy mamomamomamomoomomototototototootⒸ s.yamamoto

Ⓒ Kiyoaki Sasahara

下紗矢子
ケストラ ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyoKiyo kaki aki akiakiakaki kaki kiaki aki akiaki aki aki SSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaSasaasaSasaSasaSasaSasaSasSasaSasaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaharaaraharharaharaharaaraharaⒸ Kiyoaki Sasahara

Ⓒ 得能通弘

⁄24（土）3:00pm
席指定 ￥5,500

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 得得得得能得能通能得能得能得能得能得能通能得Ⓒ 得能通弘 photo : Yosuke Komatsu

0pmm・25（日）2:00

通弘通弘弘弘弘弘弘弘通弘弘弘弘弘弘弘弘弘弘通弘 ototottototototototttoottto : o :oo : o : o : oo YosuYoosuYosuYoYoYosYososuosusYososuYYYYY ke Kke Kke Kke Kke Kkkeke ke ee eee e e e ke Kke Kkeke ke Kke ke ke Ke Kee KKe Komatomatomommattomatsususususuuhhphphophophophophohphohhohohophphophophophphophhohphophophopphohohophophopppppppphoto : Yosuke Komatsu

9⁄18（月・祝）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

虹の国･南アフリカより、希望のハーモニーがやってくる！
舞台全体を使って手拍子や足踏みなど体を動かすパフォーマンス、そして南アフリカ
の音楽の多様性が感じられる楽曲を披露。全寮制の合唱団学校に所属する10歳から
15歳のメンバーで構成される合唱団です。

ドラケンスバーグ少年合唱団
4/13
（木）
先行予約
開始

ガンブーダンス、ショショローザ、クウェラ
Sesivuma Sigiya(マンデラを讃える歌) ほか

■出演／ドラケンスバーグ少年合唱団

7⁄29（土）  2:00pm
S ￥5,800　A ￥5,300

7⁄26（水）  2:00pm／7:00pm
（木）
  1:00pm・27

全席指定 ￥8,500

一般発売：5/13（土）
一般発売：4/22（土）

2016年公演より

4/15（土）先行予約開始4/13（木）A席B,C席

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017-18シーズン定期演奏会
定期会員券（９回通し券）、いよいよ発売！
今シーズンもすべての演奏会を金・土・日の３日間開催。９回通し券をお求めいただくと、定期会員として会員ならではのお得な特典やサービスを受けられます。

メシアン ： トゥーランガリラ交響曲

■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■ピアノ／ロジェ・ムラロ
■オンド・マルトノ／原田 節

ハイドン ： 交響曲 第44番『悲しみ』
フォーレ ： 『ペレアスとメリザンド』組曲
チャイコフスキー ： 幻想曲『フランチェスカ・ダ・リミニ』
チャイコフスキー ： 大序曲『１８１２年』
■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■共演／オーケストラ・アンサンブル金沢

ヒンデミット ： 序曲『エロスとプシュケ』
ヒンデミット ： 交響曲『画家マティス』
ベートーヴェン ： ヴァイオリン協奏曲

■指揮／井上道義
■ヴァイオリン／オリヴィエ・シャルリエ

ザンドナーイ ： フルートとオーケストラのための夜想曲
モーツァルト ： フルート協奏曲 第1番
ブラームス ： 交響曲 第2番

■指揮／ユベール・スダーン
■フルート／カール＝ハインツ・シュッツ

第99回定期演奏会 第100回定期演奏会 第101回定期演奏会 第102回定期演奏会

第103回定期演奏会

2⁄16（金）・17（土）・18（日） 

第104回定期演奏会

3⁄9（金）・10（土）・11（日） 

第105回定期演奏会

4⁄20（金）・21（土）・22（日） 
2018

2018

20182018

第106回定期演奏会

第107回定期演奏会

6⁄22（金）・23（土）・24（日） 

定期演奏会料金表

定期会員券（９回通し券）

－

￥27,000（1回分単価￥3,000）

￥22,500（1回分単価￥2,500）

￥16,200（1回分単価￥1,800）

A
B
C
D

￥4,000
￥3,000
￥2,000
￥1,000

1回券

定期会員の特典
○1回券よりもお得な料金でご鑑賞いただけます。
○公開リハーサルへのご招待。

○室内楽演奏会を定期会員のみの特別料金でご購入いただけます。
○PAC紹介パンフレットやオリジナル・グッズをプレゼント！

ガーシュウィン ： パリのアメリカ人 
ガーシュウィン ： ラプソディー・イン・ブルー
コープランド ： 交響曲 第３番

■指揮／キース・ロックハート
■ピアノ／反田恭平

各日3：00pm
開演

年間に開催する定期演奏会の同じ座席を９回分通した「定期会員券（９回通し券）」をご購入いただけます。
定期会員券（９回通し券）は、「金曜通し券」「土曜通し券」「日曜通し券」となります。

9⁄15（金）・16（土）・17（日） 11⁄17（金）・18（土）・19（日） 1⁄19（金）・20（土）・21（日） 10⁄6（金）・7（土）・8（日） 

リムスキー＝コルサコフ ： 序曲『ロシアの復活祭』
ラフマニノフ ： ピアノ協奏曲 第2番
ストラヴィンスキー ： バレエ音楽『ペトルーシュカ』（1947年版）
■指揮／ロッセン・ミラノフ
■ピアノ／イノン・バルナタン

※Ｄ席は１回券のみの取扱いとなります。
※１回券は、2017年6月より順次発売
　いたします。

ジェームス・マクミラン ： ブリタニア
ブルッフ ： スコットランド幻想曲 
メンデルスゾーン ： 交響曲 第３番『スコットランド』

■指揮／下野竜也
■ヴァイオリン／三浦文彰

マスネ ： 組曲 第４番『絵のような風景』 
サン＝サーンス ： チェロ協奏曲 第１番
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』、『ローマの祭』

■指揮／ヘスス・ロペス＝コボス
■チェロ／ルイジ・ピオヴァノ

コダーイ ： ガランタ舞曲
バルトーク ： ピアノ協奏曲 第３番 
プロコフィエフ ： 『ロメオとジュリエット』組曲（抜粋）

■指揮／ヨエル・レヴィ
■ピアノ／ピョートル・アンデルシェフスキ

PACオーケストラ2017-18シーズン全9回の定期演奏会を、毎回同じお席でお楽しみいただける
定期会員券（9回通し券）がいよいよ発売！佐渡裕芸術監督が幕開けにメシアンの大曲「トゥーラン
ガリラ交響曲」、1月にはオーケストラ・アンサンブル金沢との合同公演に登場する他、指揮者には
巨匠ヘスス・ロペス＝コボスや、おなじみ井上道義、下野竜也、ユベール・スダーンらが、ソリストには
話題の気鋭ヴァイオリニスト三浦文彰やウィーン・フィルの首席を務めるフルートの名手カール＝
ハインツ・シュッツ、PAC特別演奏会にて豊潤で瑞々しい演奏を披露したフランス・ヴァイオリン界
の重鎮オリヴィエ・シャルリエなど、充実の顔ぶれで、バラエティ豊かなプログラムをお届けいたし
ます。お楽しみがいっぱい詰まった9公演全てをマイ・シートで鑑賞でき、いろいろ特典もついた
おトクな定期会員券を、ぜひこの機会にお買い求めください！ 

2018

2018

5⁄25（金）・26（土）・27（日） 

Ⓒ 飯島 隆

9⁄15（金）
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島 隆飯島 飯島 隆島 島 島  島 島 飯島 隆島島 飯島 隆Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ 飯島 隆

2⁄1
2018
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 飯島 飯島 隆飯島 隆飯島飯島 島 島 飯島飯島 島 島島  島飯島 島 飯島 隆Ⓒ 飯島 隆 Ⓒ 飯島 隆

2（日） 
2018

5⁄25（金）・2
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島飯島 島 隆島 島 島  島島飯島 隆島 隆飯島 隆島 島 Ⓒ 飯島 隆Ⓒ Yuji Hori

7（土）・186（金）・17
隆隆隆隆隆隆隆隆隆 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYuYujiYujiYujiYujiYuYujiYujiYujiYuYujiYujiYujYujiYuYujiYu  HorHorHoHorHorHorHorHorHoHoHorHorHoHorHorHorHor HorHor HoriiiⒸ Yuji Hori

Ⓒ MarcoBorggreve

24（日） 

C
D

定期
○1
○公

rrrrrrrrrrrrrrrrrrggreggreggreggreggrggreggreggreggrggrggreggrerggreggregggg veveveveveveveveveveⒸ MarcoBorggreveⒸ Anthony Sinagoga

2018

6⁄222（金）・23（土）・2
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcrcMarcarMarcMarcoBooBooBooBoroBoroBoroBoroBoroBoroBooBooBooBoroBoroBoroBooBoroBoroBorMarcoBorⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthAnthooooooooony ny y ny ny nyny ny ny ny ny y ny ny yny ny ny y SinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinSinanaSinaSinagogagogagogagoggoggoggogagg gg ggg gg gg gg ggⒸ Anthony Sinagoga

Ⓒ Georges Braunschweig GM Press

3⁄9（金）・10（土）・1
2018

8（日） 
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ GeoGeorGeorGeorGeorGeorGeorGeoGeorgesges ges ges ges es esges ges ges ges BraBrauBrauBrauBrauBr hnscnschnschnschhhhschnschweigweigweigweigieigweigweigweigweigweigweigweigweigweigg GGM GM  GM  GM  GM  GG GM  GM GM GM PresPresPresPrPresPresPresPrePresPressssssⒸ Georges Braunschweig GM Press Ⓒ Mieko Urisaka

1（日） 4⁄44 20（金）・21（土）
2018
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MiekMiekMiekMiMi kMi kMi kMiekMiekMi kkMi kMiekM kMiekkkMieko Uo Uo Uo Uo Uro o Uro Uro Uro Ur Ur UrUro Uro Uro Uro Uro Uo Uro Uro UrisakisakkkkkksakkkisakkkkaaⒸ Mieko Urisaka

Ⓒ K,Miura

（土）・8（日） 
K,MK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,K,MK,MK,MK,MMK,MK,MK,MK,MK,MK,MKK uraurauraurrururrararaurararⒸ K,MiuraⒸ K.Abosch

⁄⁄6（金）・7
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KKKKKKososososos hhhhschschschschhhhhhschschschⒸ K.AboschⒸ Yutaka Hamano

6（土）・17）・16 7（日） 10⁄
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ K.AbK.AbK.AbK.AbK AbK.AbK.AbAbAbAb.AbK.AbK.AbK.AbK AbK AbK.AbAbK.Ab.AK.A oooK.AboⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YutaYutaYutaYutaYutaYuYutaYutatYutaYutaYutaYutatYuYutaYY kkkkkkkkkkkkkaa Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha HHamanamanmanoooooooⒸ Yutaka Hamano

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島飯島 隆島 島 島  島 島 隆飯島 隆飯島 隆島 島 島 Ⓒ 飯島 隆
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先行予約
開 始

※やむを得ない事情により、出演者、
曲目等が変更となる場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。
※記載のない公演は、未就学児童
入場不可です。
※本誌記載の料金は、すべて消費税
込みです。

会員ＮＥＷＳ 5月号は5/15（月）頃までにお届け
する予定です。

■セブンイレブン
　予約日～4日目 9:00pmまで

■総合カウンター
　予約日～4/23（日）まで
　※4/17（月）除く

※4/15（土)5:00pm以降予約受付分はおまとめ
　サービス対象外です。

先行予約受付分チケットを
まとめて発送！

※先行予約受付期間中に「払込票」で購入いた
だいたチケットは自動的におまとめされます。

※ネット予約でもおまとめサービスがご利用
いただけます。

先行予約期間中、払込票をご利用された場合、
1回分の発送手数料（500円）でチケットを送付
いたします。

4/16（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

4月休館日

※4/16（日）まで総合カウンターでのチケット購入は
　出来ません。
　残席がある場合のみ、4/18（火）より販売いたします。

大 小中

5/19（金）～20（土）
5/21（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

4/13（木）～15（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 017
NEWS

4
先 行 予 約 会 員

芸術文化センターチケットオフィス

0798-68-0255
10：00am～5：00pm/月曜休み
※祝日の場合翌日

芸術文化センター 検 索

ご予約・お問合せ

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島 隆飯島 飯島 隆飯島 隆島島 島  島 飯島 隆島島 島  Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 隆飯島 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆飯島 飯島 隆島島    隆飯島 飯島 隆島 島 Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ Kiyotaka Saitoyoyoyoyoyoyoyooyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy t ktakatakatakatakatakatakatakakktakatakatakatakatakatakatakatakatakataka  SaSai Sai SaiSai Sai Sa SaSa Sa SaSaSai Sa SaiSai Sai SaitotototooototoootototototoⒸ Kiyotaka SaitoⒸ 満田 聡 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyKiyKiyKiyKKiyKiyKiyKiKKKKiyⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 満満満満満満満田 聡田 聡田 聡田 聡 聡聡聡 聡田 聡聡田 聡Ⓒ 満田 聡

Ⓒ Kiyoaki SasaharaaaaaaaaharaharaharaharaharahhhharaharahharaharahharararaaraharaharaⒸ Kiyoaki Sasahara

Ⓒ Rubén Martín

ご予約

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ RubéRubéRubéRubbébbébébéRubéRubéRubéRubébébbRubéRubébRubéRubén Man MaMn Mn n Man Man Man Man MaMMn Man MaMMn MMan MaMM rtínrtínrtíntírtínrtínrtínrtínrtínrtínrrtínrtínrtrtínrⒸ Rubén Martín撮影:石川 純撮影:石撮影:石撮影:石影:石影:石撮影:石撮影:石撮影:石:石影:石川 純川 純川 純川 純純川 純川 純川 純純川 川 撮影:石川 純

Ⓒ 得能通弘ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 得能通弘得得能通弘得能通弘得能通弘得能通弘得能通弘能通弘得能通弘得能通弘得能通弘弘弘得能通弘得能通弘弘弘Ⓒ 得能通弘

Ⓒ Anthony SinagogaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AAnAnAnAAntAntAntAnAntAntAAntAntAntAntAntAnAnAAnⒸ Anthony Sinagoga Ⓒ Marco Borggreve ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoy akaki aki akiaki aki akkkkakiaakiaki aki aki SaSasSasSasSasaSasasaSasaSasSasaSasaSasaSasSasSasaKiyoaki Sasathththththththhhhthhhhthony onyony ony ony ony ony ony ony ony ony onyony ony ony ony ony ony ony ony y SinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinagoggogagogagogagogaogagogaogagogagogagogaggggthony Sinagoga ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ grgrgrgrgrrgrgrgrgrgreveeveeveeveeveeveeveeveeveeveeveMaMMaMMMMaMaMaMaMaMMMMaMaarcrcrcrcarcrcarcrccarcarcrcarcrcrcarcarco o Boo Boo Boo Boo Booo Boo Boo Boo Boo BoBoo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo BorgrgrgrgrgrgrgrgrgrgⒸ Marco BorggreveⒸ Mieko UrisakaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MiekMiekMiekMi kMi kMiMMi kMi kkMi kMiekMiekkMi kMiekMiMi kM o Uo Uo Uo Uo o Uo Uo Uro Uro Uro Ur Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro UrisaksakkkkkksakkkkkkksakisakaaaaⒸ Mieko Urisaka

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島飯島飯島飯島飯島飯飯島飯島Ⓒ 飯島 隆 Ⓒ Yuji Hori 先島 隆島 隆島 隆島 隆島 隆島島 隆島島 隆島  島島 隆 隆島 島 隆島 隆  島 隆 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ujiujiujujiujiujiujiujiujiujiujiujiujiujuujujiujijjj  HorHorHoHorHorHorHorHorHor HorHorHorHorHoHorHorHorHor HorH iiiYuYYYYYuYuYuYYYYuYYuYYuYYYYYuⒸ Yuji Hori

Ⓒ Georges Braunschweig-GM-PressⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ GeorGeorGeorGeoGeorGeorGeorgesges ges es s es es ges ges ges ges ges ges BrauBrauBrBrau hhhnschnschhhhnschweiiiweigweweeigeigweigweigweigweieigweigweig-GM-GM--GM--GM--G PresPresPresPrresPresssssⒸ Georges Braunschweig-GM-Press
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「罠」、「デストラップ」は4/22（土）、
「僕だってヒーローになりたかった。」は5/13（土）一般発売。

5月発売予定
4/3（月）、10（月）、17（月）、24（月）

● 7/17（月・祝）4:00pm
● 7/22（土）12:00pｍ/3:30pm

中

● 8/3（木）1:00pｍ/6:30pm
         4（金）1:00pｍ
         5（土）12:00pｍ/5:00pm
         6（日）12:00pｍ
● 9/13（水）1:00pm

● 8/1（火）6:30pm

● 9/17（日）4:30pm
● 9/20（水）7:00pm
● 9/24（日）2:00pm

デストラップ

風間杜夫ひとり芝居『ピース』
加藤健一事務所『喝采』
エバ・ジェルバブエナ ソロ・フラメンコ『¡Ay!』

中

中

中

中

中

中

● 11/19（日）11:00am/3:00pm
中

中
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先行予約
開 始 罠

打打打団 天鼓 和太鼓コンサート ～Drama Drummer 『竹取物語』～
HANAGATA 忠臣蔵
僕だってヒーローになりたかった

オペラ座＆ロイヤル 夢の競演“バレエ・スプリーム”

林家正蔵 林家三平 兄弟会
秋の特選落語競演会2017

ドラケンスバーグ少年合唱団

仲道郁代（ピアノ） デビュー３０周年記念コンチェルト

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACモーニング室内楽

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017－１8シーズン定期演奏会
A席定期会員券（9回通し券）

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017－１8シーズン定期演奏会
B,C席定期会員券（9回通し券）

小

● 7/1（土）2:00pｍ 中文楽 in Hyogo『一谷　軍記』熊谷陣屋の段

● 6/24（土）3:00pｍ
         25（日）2:00pｍ

● 7/15（土）1:00pｍ/5:00pm
         16（日）1:00pｍ

● 7/26（水）2:00pｍ/7:00pm
         27（木）1:00pｍ

中兵庫県立芸術文化センタープロデュース
ドゥエンデ・デル・フラメンコ -フラメンコの妖しい魅力-

15
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先行予約
開 始

大● 6/15（木）11:30am

大● 8/2（水）11:30aｍ/3:00pm

大

大

大

大

大

大

大

● 7/29（土）2:00pm

● 9/18（月・祝）2:00pm

● 9/30（土）3:00pm

● 6/3（土）10:30aｍ
         27（火）10:30aｍ

ワンコイン･
コンサート

長町香里～絢爛！コロラトゥーラ・ソプラノ

持丸秀一郎～“粋”を謳うクラリネット

ながまち か お り

もちまる しゅういちろう

いちのたにふたばぐんき

アイ

★作・演出・出演と一人三役を務める宅間孝行さんからメッセージが届き
ました。

　「わらいのまち」は、2001年に初演されてから今回が3回目の上演になります。
ワンシュツエーションコメディの原点というべきもので、テンポと間が緻密に
計算され、我ながら良く出来た作品と自負しています。何も無い所から、町興
しをしていく話です。初演時には全く予想しなかった事ですが、時代に左右さ
れない普遍的テーマもあり、今の日本で様々な地域課題に取り組んでいる方々
に対しての応援歌にもなると思います。
　僕が続けているのは、物語があり、役がある「芝居」です。舞台上で役者が
真剣に生きているからこそ、それを観ているお客さんが笑う。作家としての
僕の仕事は、どういうキャラクターが、どのような時間を過ごし、何故今ここに
いるのかというシュチュエーションや意味を丁寧に作り上げることです。この
積み重ねが良い芝居を生み出します。
　まもなく稽古が始まります。そこで色々足したり引いたりしながら、舞台を
作り上げます。コメディですし、お客様に思いっきり楽しんで頂ける様な仕掛け
も、芝居の中に組み込んでいきたいですね。

 タクフェス 春のコメディ祭り！
『わらいのまち』

■作・演出／宅間孝行
■出演／宅間孝行、永井 大、柄本時生
　　　　柴田理恵、鈴木杏樹　ほか

好評発売中！

 サロネンで聴くマーラー６番
　この春イチ押しの音楽公演が、エサ＝ペッカ・サロネン指揮フィルハー
モニア管弦楽団。Apple iPad Air のＣＭに登場するなど、様々な取組で若い
世代にも絶大な人気を誇る指揮者、サロネン。そのサロネンが、2008年より
首席指揮者を務めるロンドンの名門・フィルハーモニア管弦楽団とこの春
芸術文化センターにやってきます！
　プログラムは、マーラーの代表作・交響曲 第６番「悲劇的」。同コンビによる
マーラーの演奏はまさに折り紙つき。「マーラーは表現の幅が恐ろしく広い。
激しい痛みから恍惚まで、そしてその間にあるすべてを表現している」と
語るサロネン。作曲家でもあるサロネンの、深い洞察に基づいた鮮烈なマー
ラーに今回も期待が高まります。

 チョ・ソンジン　芸術文化センター初登場！

さらに、前半には2015年ショパン国際ピアノ・コンクールで優勝したチョ・ソン
ジンが登場！曲目はベートーヴェンのピアノ協奏曲 第３番。今や世界中で引く
手あまたの天才、チョ・ソンジンを聴く絶好のチャンスです。

この春のハイライト！
サロネン×マーラー

■指揮／エサ＝ペッカ・サロネン
■出演／フィルハーモニア管弦楽団

豪華メンバー勢ぞろいで、華やかに贈る秋の落語会
毎年恒例、上方落語競演会。今年もざこば、南光両師匠がそろい踏み。若手からベテ
ランまで上方落語の魅力をぎゅっと詰め込んだ特別な一日をお楽しみください。

4/14
（金）
先行予約
開始

11⁄19（日）  11:00am／3:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000　A席通し券 ￥8,500

秋の特選落語競演会2017

・22（土）  12:00pm／5:00pm・23（日）  12:00pm

4⁄18（火）  7:00pm・19（水）  2:00pm・20（木）  2:00pm・21（金）  7:00pm

全席指定 ￥8,000

5 ⁄14（日）  2:00pm
A ￥15,000　B ￥12,000　C以下 売切

Ⓒ Katja TähjäⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KKKⒸ Katja Tähjä Ⓒ Harald Hoffman/DG

5 ⁄1
A ￥15

KatjKatjKatjKatKatjKatjatjatjKatKatjKatKatKatjKatjKatjatjKatjKatjKatja Täa Täa Ta Täa Täa Täa Ta Tä Ta Täa Ta Täa T Täa Täa Ta Ta Ta Täa T hjähjähjhjhhjähjähjähjähjähjhjähhhjähjhjähjjjKatja Tähjä ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ HHHHHHⒸ Harald Hoffman/DG

Ⓒ Clive Barda

C以下 売切

（日）
2:00pm
B ￥12,000
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5,000

mmmman/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/D/an/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/ GGGGGman/DGHaraHaraHaraHaraaraHaraHaraHararaHaraHaraHaraaraHaraHarald Hld Hld Hd Hd Hd Hld HHld HoffmffoffmoffmffofoffmoffmffoffmoffmoffmoffmHarald Hoffm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ddddddddadaddddadaddClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClive Bae Bae Bae e Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae BaBee Bae Ba dddrrdrrrddrrrrdrdrdrrdrdrdⒸ Clive Barda

■出演／［11:00am］桂 ざこば、桂 南光、桂 米團治、桂 ひろば、桂 二乗 ほか
　　　　 ［3:00pm］桂 南光、桂 雀三郎、桂 ざこば、桂 南天、桂 しん吉、桂 そうば

チケットのお申込方法について
お手元にメモと会員番号をご用意の上、ご予約ください。 会員番号はお送りした宛名ラベル右下に記載の、1から始まる７桁の番号です。

先行予約はお電話、ネットの受付です。
先行予約分の窓口でのお取り扱いは
ございません。
予定枚数に達し次第、予約受付を終了
いたします。すべての会員様にお席を
ご用意できるとは限りません。
ご予約後の変更・キャンセルはお受けで
きません。

☆ご予約前にお読みください☆

ご注意！！

電話予約（10:00am～5:00pm／月曜休※祝日の場合翌日）

ご予約時に、チケットの引取りとお支払い方法をご案内いたします。
0798-68-0255

窓口販売（10:00am～5:00pm／月曜休※祝日の場合翌日）

先行予約期間・一般発売初日は、該当公演の取り扱いはございません。

芸術文化センター 2階 総合カウンター

インターネット予約
ネット予約には暗証番号が必要です。 暗証番号の初期設定は、初回登録の電話番号の下４桁です。（ネットから会員登録された方は、ご登録の任意文字です。）

芸術文化センター 検索

待望の新作ひとり芝居！
2014年、2016年とひとり芝居で阪急中ホールをいっぱいにした風間杜夫が
新作に挑む！今回風間が演じるのは、東京の下町で小さな葬儀社を営む男・
武藤万作68歳。そんな作品のテーマは“世界平和”！？まだまだ衰えを知らない
精神力と体力と演技力を駆使して、演じます！歌います！ハジケます！

4/14
（金）
先行予約
開始

■作・演出／水谷龍二
■出演／風間杜夫

9⁄13（水）  1:00pm
A ￥4,500　B ￥3,000

4/14
（金）
先行予約
開始

サスペンス･コメディの傑作、福田雄一×片岡愛之助で！
落ち目の劇作家が、教え子の傑作戯曲を我が物にしようと殺人計画をたてて・・・
どんでん返しにつぐ、どんでん返しの連続、緻密に計算された複雑な構成の
サスペンス。ブロードウェイで1800回超の公演を行った大ヒット作を、テレビ
ドラマや脚本家としても活躍する福田雄一が自ら翻訳した台本で演出。この
サスペンス・コメディの傑作に片岡愛之助が挑む！

8⁄3（木）  1:00pm／6:30pm・4（金）  1:00pm・5（土）  12:00pm／5:00pm・6（日）  12:00pm
全席指定 ￥9,500

デストラップ
一般発売：4/22（土）

■作／アイラ・レヴィン
■翻訳・演出／福田雄一
■出演／片岡愛之助、橋本良亮（A.B.C-Z）
　　　　高岡早紀、佐藤仁美、坂田 聡

風間杜夫ひとり芝居
『ピース』

大名跡を襲名、のびやかに華ひらく林家兄弟が登場！
前座「こぶ平」の頃から、テレビ出演やＣＭ起用で広く知られる林家正蔵が
『笑点』への大抜擢で注目を浴びる実弟の林家三平と兄弟会で芸術文化
センターに初登場！特に古典落語での進境が著しく、2005年には祖父の名跡
「正蔵」を襲名。祖父にあたる七代目林家正蔵、父林家三平と親子三代の真打は
史上初となりました。高座に姿をあらわすだけでぱっと場内に明かりがともる、
陽気さが持ち味。どうぞお楽しみに。

4/14
（金）
先行予約
開始

■出演／林家正蔵、林家三平　ほか

9⁄24（日）  2:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

林家正蔵 林家三平 兄弟会

ほろ苦さを盛り込んだ、加藤健一が描く人生の光と影―
人生のどん底で苦悩するかつての名優と、それを献身的に支える妻。そして、
名優の再起に全力を注ぐ気鋭の演出家。それぞれの苦悩と葛藤が交わると
き、この上なく切ない人間ドラマが生まれる。夫と演出家の間で、愛に立場に
揺れる妻。その妻が最後に選び、語る真相とは―。人生の光と影を、静かに、
熱く、印象的に描く作品です。

4/14
（金）
先行予約
開始

9⁄17（日）  4:30pm
A ￥5,000　B ￥3,000

加藤健一事務所『喝采』

■作／クリフォード・オデッツ　■訳／小田島恒志、小田島則子
■演出／松本祐子
■出演／加藤健一
　　　　山路和弘、林 次樹
　　　　大和田伸也、浅野雅博、寺田みなみ
　　　　竹下景子

撮影:石川 純

）
30pm
￥3,000 撮影:石撮影:石撮影:石撮影:石撮影:石影:石影:撮影:石影::石:石影:石:石影:石川 純川 純川 純川 純川 川 純川 純川 純川 純川 純川 川  川 純撮影:石川 純

世界最高峰のダンサーが一堂に集う夢のステージがここに実現！
バレエ界の頂点に君臨するパリ・オペラ座バレエ団と英国ロイヤル・バレエ団。
その中から選りすぐりのダンサーたちが集う、夢の舞台がついに実現します。
輝ける才能たちの中には、世界の注目を浴びる日本人ダンサーの名も。バレエ・
ファンならずとも決して見逃せません！

4/14
（金）
先行予約
開始

8⁄1（火）  6:30pm
S ￥19,000　A ￥16,000　B ￥13,000　C ￥10,000　D ￥8,000　E ￥6,000

オペラ座＆ロイヤル 夢の競演
“バレエ・スプリーム”

＜プログラム＞『白鳥の湖』、『ドン・キホーテ』、『ロミオとジュリエット』、『ジゼル』などの
　　　　　　　  パ・ド・ドゥをはじめ、ヌレエフ、マクミラン、アシュトン、マクレガー、
　　　　　　    ウィールドンによる振付作品の数 を々予定。

■パリ・オペラ座バレエ団／マチアス・エイマン、ミリアム・ウルド＝ブラーム
　　　　　　　　　　　　レオノール・ボラック、ジェルマン・ルーヴェ
　　　　　　　　　　　　オニール八菜、フランソワ・アリュー、ユーゴ・マルシャン
■英国ロイヤル・バレエ団／スティーヴン・マックレー、フェデリコ・ボネッリ
　　　　　　　　　　　　サラ・ラム、高田 茜、ヤーナ・サレンコ、ベンジャミン・エラ
※出演者は2017年1月27日現在の予定です。今後出演者が変更となる場合がございます。

エバを観ずしてフラメンコは語れない
スペイン三大フラメンコ女王の一人と称されるエバ・ジェルバブエナ。伝統に
根差しながらも、誰にも真似できないフラメンコ芸術を創り上げています。
今回の『¡Ay!』では、ミュージシャンをバックに、踊るのは彼女ひとり。世界最高峰
の足さばきと研ぎ澄まされた感性を見よ！

4/14
（金）
先行予約
開始

9⁄20（水）  7:00pm
A ￥10,000　B ￥8,000　C ￥6,000　D ￥4,000　E ￥3,000

エバ・ジェルバブエナ
ソロ・フラメンコ『¡Ay!』

＜プログラム＞『¡Ay!』日本初演

■舞踊／エバ・ジェルバブエナ
■音楽監督、ギター／パコ・ハラーナ 
■カンタオール（歌い手）／ホセ・バレンシア 
■カンタオール（歌い手）／アルフレド・テハーダ 
■パーカッション／アントニオ・コロネル 
■パルマス（手拍子） ／エル・トロンボ
■ヴァイオリン／ウラジミール・ディミトリエンコ

Ⓒ Daniel Pérez

￥6,000 D ￥4,000 E ￥3,000

トリエンコ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DaniDaniDaniDaniDDaDanDanDaniDanDaniDaniDaniDaniDaniDaniD el Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel PPPel Pel Pel PPPPérezérezéreérérezérérrezérezéreérezérezérezérezérereérⒸ Daniel Pérez

ア　イ

Ⓒ James Bort1（火）6:30pm
000 A ￥16,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ JJJaJaJaJJaJaJaJaJaJJJJJJⒸ James Bort Ⓒ ROH, 2014. Photographed by Tristram Kenton

般発売 4/22

,00B ￥13,000 C ￥10
ameameames Bos s Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Bos Boss Borrrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrrrames Bort ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ totttograpgrapggROH,ROH,ROH,OH,H,H,ROH,ROH,OH,ROH,H, 201 2012 2012 4. P4. P4. hothoth th thh tⒸ ROH, 2014. Photographed by Tristram Kenton Ⓒ Johan Persson

（土）
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先行
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pppppppphh dhed h dh ddh dh ddhed by Tby Tby y Tby Tby Tby Tby Tby Tby Tby Ty Tby Tby Tby yy risttttristramram KentKentttttttttononphed by Tristram Kenton ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ssossooooooonnnnnnnJJohaJohaJohaJohaJohahJohahJohaJohJohaJohaJohaJohJohaJohaJohaJoJoh n Pen Pen Pen Pn Pen Pen Pen Pen Pen PePePen Pen PPn Pn Pen Pe PP rsrsrsrrrⒸ Johan Persson 好評発売中！



プロムナード・コンサート
日下紗矢子＆ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ
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先行予約
開 始

※やむを得ない事情により、出演者、
曲目等が変更となる場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。
※記載のない公演は、未就学児童
入場不可です。
※本誌記載の料金は、すべて消費税
込みです。

会員ＮＥＷＳ 5月号は5/15（月）頃までにお届け
する予定です。

■セブンイレブン
　予約日～4日目 9:00pmまで

■総合カウンター
　予約日～4/23（日）まで
　※4/17（月）除く

※4/15（土)5:00pm以降予約受付分はおまとめ
　サービス対象外です。

先行予約受付分チケットを
まとめて発送！

※先行予約受付期間中に「払込票」で購入いた
だいたチケットは自動的におまとめされます。

※ネット予約でもおまとめサービスがご利用
いただけます。

先行予約期間中、払込票をご利用された場合、
1回分の発送手数料（500円）でチケットを送付
いたします。

4/16（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

4月休館日

※4/16（日）まで総合カウンターでのチケット購入は
　出来ません。
　残席がある場合のみ、4/18（火）より販売いたします。

大 小中

5/19（金）～20（土）
5/21（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

4/13（木）～15（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 017
NEWS

4
先 行 予 約 会 員

芸術文化センターチケットオフィス

0798-68-0255
10：00am～5：00pm/月曜休み
※祝日の場合翌日

芸術文化センター 検 索

ご予約・お問合せ

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島 隆飯島 飯島 隆飯島 隆島島 島  島 飯島 隆島島 島  Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 隆飯島 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆飯島 飯島 隆島島    隆飯島 飯島 隆島 島 Ⓒ 飯島 隆

Ⓒ Kiyotaka Saitoyoyoyoyoyoyoyooyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy t ktakatakatakatakatakatakatakakktakatakatakatakatakatakatakatakatakataka  SaSai Sai SaiSai Sai Sa SaSa Sa SaSaSai Sa SaiSai Sai SaitotototooototoootototototoⒸ Kiyotaka SaitoⒸ 満田 聡 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyKiyKiyKiyKKiyKiyKiyKiKKKKiyⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 満満満満満満満田 聡田 聡田 聡田 聡 聡聡聡 聡田 聡聡田 聡Ⓒ 満田 聡

Ⓒ Kiyoaki SasaharaaaaaaaaharaharaharaharaharahhhharaharahharaharahharararaaraharaharaⒸ Kiyoaki Sasahara

Ⓒ Rubén Martín

ご予約

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ RubéRubéRubéRubbébbébébéRubéRubéRubéRubébébbRubéRubébRubéRubén Man MaMn Mn n Man Man Man Man MaMMn Man MaMMn MMan MaMM rtínrtínrtíntírtínrtínrtínrtínrtínrtínrrtínrtínrtrtínrⒸ Rubén Martín撮影:石川 純撮影:石撮影:石撮影:石影:石影:石撮影:石撮影:石撮影:石:石影:石川 純川 純川 純川 純純川 純川 純川 純純川 川 撮影:石川 純

Ⓒ 得能通弘ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 得能通弘得得能通弘得能通弘得能通弘得能通弘得能通弘能通弘得能通弘得能通弘得能通弘弘弘得能通弘得能通弘弘弘Ⓒ 得能通弘

Ⓒ Anthony SinagogaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AAnAnAnAAntAntAntAnAntAntAAntAntAntAntAntAnAnAAnⒸ Anthony Sinagoga Ⓒ Marco Borggreve ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KiyoKiyoKiyoKiyoKiyoiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoKiyoy akaki aki akiaki aki akkkkakiaakiaki aki aki SaSasSasSasSasaSasasaSasaSasSasaSasaSasaSasSasSasaKiyoaki Sasathththththththhhhthhhhthony onyony ony ony ony ony ony ony ony ony onyony ony ony ony ony ony ony ony y SinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinaSinagoggogagogagogagogaogagogaogagogagogagogaggggthony Sinagoga ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ grgrgrgrgrrgrgrgrgrgreveeveeveeveeveeveeveeveeveeveeveMaMMaMMMMaMaMaMaMaMMMMaMaarcrcrcrcarcrcarcrccarcarcrcarcrcrcarcarco o Boo Boo Boo Boo Booo Boo Boo Boo Boo BoBoo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo BorgrgrgrgrgrgrgrgrgrgⒸ Marco BorggreveⒸ Mieko UrisakaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MiekMiekMiekMi kMi kMiMMi kMi kkMi kMiekMiekkMi kMiekMiMi kM o Uo Uo Uo Uo o Uo Uo Uro Uro Uro Ur Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro Uro UrisaksakkkkkksakkkkkkksakisakaaaaⒸ Mieko Urisaka

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島飯島飯島飯島飯島飯飯島飯島Ⓒ 飯島 隆 Ⓒ Yuji Hori 先島 隆島 隆島 隆島 隆島 隆島島 隆島島 隆島  島島 隆 隆島 島 隆島 隆  島 隆 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ujiujiujujiujiujiujiujiujiujiujiujiujiujuujujiujijjj  HorHorHoHorHorHorHorHorHor HorHorHorHorHoHorHorHorHor HorH iiiYuYYYYYuYuYuYYYYuYYuYYuYYYYYuⒸ Yuji Hori

Ⓒ Georges Braunschweig-GM-PressⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ GeorGeorGeorGeoGeorGeorGeorgesges ges es s es es ges ges ges ges ges ges BrauBrauBrBrau hhhnschnschhhhnschweiiiweigweweeigeigweigweigweigweieigweigweig-GM-GM--GM--GM--G PresPresPresPrresPresssssⒸ Georges Braunschweig-GM-Press

Ⓒ K.AboschⒸ K.Abosch Ⓒ K,MiuraⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ uraraurauraurauraurrauraurauraurarK,MiK,MiK,MiK,MiK,MiK,MK,MK,MK,MMK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MK,MiuuuⒸ K,MiuraⒸ Yutaka Hamano ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ K.AK.AK.AK.AK.AK.AK AAK.AK AKK AK AK AK.AK AK AKK.AAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbAbbAA hhhhhoschoschoschoschhhhhhhhoschoschoschAboschⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YuYuYYYuY Yu YuYYYYuYuYuYuYY YYu YuYuYuYuYuYYuYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ttutttakakkkkkkkkkkkkkkkkkka ka kak HamaHamaHHHHHamaHamaHamaHamaHamHamHamaHHHamaHamaHamHamaHamHHHHamaHaHHamHaHHHaH nnononononononononoⒸ Yutaka Hamano

「罠」、「デストラップ」は4/22（土）、
「僕だってヒーローになりたかった。」は5/13（土）一般発売。

5月発売予定
4/3（月）、10（月）、17（月）、24（月）

● 7/17（月・祝）4:00pm
● 7/22（土）12:00pｍ/3:30pm

中

● 8/3（木）1:00pｍ/6:30pm
         4（金）1:00pｍ
         5（土）12:00pｍ/5:00pm
         6（日）12:00pｍ
● 9/13（水）1:00pm

● 8/1（火）6:30pm

● 9/17（日）4:30pm
● 9/20（水）7:00pm
● 9/24（日）2:00pm

デストラップ

風間杜夫ひとり芝居『ピース』
加藤健一事務所『喝采』
エバ・ジェルバブエナ ソロ・フラメンコ『¡Ay!』

中

中

中

中

中

中

● 11/19（日）11:00am/3:00pm
中

中
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先行予約
開 始 罠

打打打団 天鼓 和太鼓コンサート ～Drama Drummer 『竹取物語』～
HANAGATA 忠臣蔵
僕だってヒーローになりたかった

オペラ座＆ロイヤル 夢の競演“バレエ・スプリーム”

林家正蔵 林家三平 兄弟会
秋の特選落語競演会2017

ドラケンスバーグ少年合唱団

仲道郁代（ピアノ） デビュー３０周年記念コンチェルト

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACモーニング室内楽

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017－１8シーズン定期演奏会
A席定期会員券（9回通し券）

兵庫芸術文化センター管弦楽団 2017－１8シーズン定期演奏会
B,C席定期会員券（9回通し券）

小

● 7/1（土）2:00pｍ 中文楽 in Hyogo『一谷　軍記』熊谷陣屋の段

● 6/24（土）3:00pｍ
         25（日）2:00pｍ

● 7/15（土）1:00pｍ/5:00pm
         16（日）1:00pｍ

● 7/26（水）2:00pｍ/7:00pm
         27（木）1:00pｍ

中兵庫県立芸術文化センタープロデュース
ドゥエンデ・デル・フラメンコ -フラメンコの妖しい魅力-

15
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先行予約
開 始

大● 6/15（木）11:30am

大● 8/2（水）11:30aｍ/3:00pm

大

大

大

大

大

大

大

● 7/29（土）2:00pm

● 9/18（月・祝）2:00pm

● 9/30（土）3:00pm

● 6/3（土）10:30aｍ
         27（火）10:30aｍ

ワンコイン･
コンサート

長町香里～絢爛！コロラトゥーラ・ソプラノ

持丸秀一郎～“粋”を謳うクラリネット

ながまち か お り

もちまる しゅういちろう

いちのたにふたばぐんき

アイ

★作・演出・出演と一人三役を務める宅間孝行さんからメッセージが届き
ました。

　「わらいのまち」は、2001年に初演されてから今回が3回目の上演になります。
ワンシュツエーションコメディの原点というべきもので、テンポと間が緻密に
計算され、我ながら良く出来た作品と自負しています。何も無い所から、町興
しをしていく話です。初演時には全く予想しなかった事ですが、時代に左右さ
れない普遍的テーマもあり、今の日本で様々な地域課題に取り組んでいる方々
に対しての応援歌にもなると思います。
　僕が続けているのは、物語があり、役がある「芝居」です。舞台上で役者が
真剣に生きているからこそ、それを観ているお客さんが笑う。作家としての
僕の仕事は、どういうキャラクターが、どのような時間を過ごし、何故今ここに
いるのかというシュチュエーションや意味を丁寧に作り上げることです。この
積み重ねが良い芝居を生み出します。
　まもなく稽古が始まります。そこで色々足したり引いたりしながら、舞台を
作り上げます。コメディですし、お客様に思いっきり楽しんで頂ける様な仕掛け
も、芝居の中に組み込んでいきたいですね。

 タクフェス 春のコメディ祭り！
『わらいのまち』

■作・演出／宅間孝行
■出演／宅間孝行、永井 大、柄本時生
　　　　柴田理恵、鈴木杏樹　ほか

好評発売中！

 サロネンで聴くマーラー６番
　この春イチ押しの音楽公演が、エサ＝ペッカ・サロネン指揮フィルハー
モニア管弦楽団。Apple iPad Air のＣＭに登場するなど、様々な取組で若い
世代にも絶大な人気を誇る指揮者、サロネン。そのサロネンが、2008年より
首席指揮者を務めるロンドンの名門・フィルハーモニア管弦楽団とこの春
芸術文化センターにやってきます！
　プログラムは、マーラーの代表作・交響曲 第６番「悲劇的」。同コンビによる
マーラーの演奏はまさに折り紙つき。「マーラーは表現の幅が恐ろしく広い。
激しい痛みから恍惚まで、そしてその間にあるすべてを表現している」と
語るサロネン。作曲家でもあるサロネンの、深い洞察に基づいた鮮烈なマー
ラーに今回も期待が高まります。

 チョ・ソンジン　芸術文化センター初登場！

さらに、前半には2015年ショパン国際ピアノ・コンクールで優勝したチョ・ソン
ジンが登場！曲目はベートーヴェンのピアノ協奏曲 第３番。今や世界中で引く
手あまたの天才、チョ・ソンジンを聴く絶好のチャンスです。

この春のハイライト！
サロネン×マーラー

■指揮／エサ＝ペッカ・サロネン
■出演／フィルハーモニア管弦楽団

豪華メンバー勢ぞろいで、華やかに贈る秋の落語会
毎年恒例、上方落語競演会。今年もざこば、南光両師匠がそろい踏み。若手からベテ
ランまで上方落語の魅力をぎゅっと詰め込んだ特別な一日をお楽しみください。

4/14
（金）
先行予約
開始

11⁄19（日）  11:00am／3:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000　A席通し券 ￥8,500

秋の特選落語競演会2017

・22（土）  12:00pm／5:00pm・23（日）  12:00pm

4⁄18（火）  7:00pm・19（水）  2:00pm・20（木）  2:00pm・21（金）  7:00pm

全席指定 ￥8,000

5 ⁄14（日）  2:00pm
A ￥15,000　B ￥12,000　C以下 売切

Ⓒ Katja TähjäⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KKKⒸ Katja Tähjä Ⓒ Harald Hoffman/DG

5 ⁄1
A ￥15

KatjKatjKatjKatKatjKatjatjatjKatKatjKatKatKatjKatjKatjatjKatjKatjKatja Täa Täa Ta Täa Täa Täa Ta Tä Ta Täa Ta Täa T Täa Täa Ta Ta Ta Täa T hjähjähjhjhhjähjähjähjähjähjhjähhhjähjhjähjjjKatja Tähjä ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ HHHHHHⒸ Harald Hoffman/DG

Ⓒ Clive Barda

C以下 売切

（日）
2:00pm
B ￥12,000

14
5,000

mmmman/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/D/an/Dan/Dan/Dan/Dan/Dan/ GGGGGman/DGHaraHaraHaraHaraaraHaraHaraHararaHaraHaraHaraaraHaraHarald Hld Hld Hd Hd Hd Hld HHld HoffmffoffmoffmffofoffmoffmffoffmoffmoffmoffmHarald Hoffm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ddddddddadaddddadaddClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClivClive Bae Bae Bae e Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae Bae BaBee Bae Ba dddrrdrrrddrrrrdrdrdrrdrdrdⒸ Clive Barda

■出演／［11:00am］桂 ざこば、桂 南光、桂 米團治、桂 ひろば、桂 二乗 ほか
　　　　 ［3:00pm］桂 南光、桂 雀三郎、桂 ざこば、桂 南天、桂 しん吉、桂 そうば

チケットのお申込方法について
お手元にメモと会員番号をご用意の上、ご予約ください。 会員番号はお送りした宛名ラベル右下に記載の、1から始まる７桁の番号です。

先行予約はお電話、ネットの受付です。
先行予約分の窓口でのお取り扱いは
ございません。
予定枚数に達し次第、予約受付を終了
いたします。すべての会員様にお席を
ご用意できるとは限りません。
ご予約後の変更・キャンセルはお受けで
きません。

☆ご予約前にお読みください☆

ご注意！！

電話予約（10:00am～5:00pm／月曜休※祝日の場合翌日）

ご予約時に、チケットの引取りとお支払い方法をご案内いたします。
0798-68-0255

窓口販売（10:00am～5:00pm／月曜休※祝日の場合翌日）

先行予約期間・一般発売初日は、該当公演の取り扱いはございません。

芸術文化センター 2階 総合カウンター

インターネット予約
ネット予約には暗証番号が必要です。 暗証番号の初期設定は、初回登録の電話番号の下４桁です。（ネットから会員登録された方は、ご登録の任意文字です。）

芸術文化センター 検索

待望の新作ひとり芝居！
2014年、2016年とひとり芝居で阪急中ホールをいっぱいにした風間杜夫が
新作に挑む！今回風間が演じるのは、東京の下町で小さな葬儀社を営む男・
武藤万作68歳。そんな作品のテーマは“世界平和”！？まだまだ衰えを知らない
精神力と体力と演技力を駆使して、演じます！歌います！ハジケます！

4/14
（金）
先行予約
開始

■作・演出／水谷龍二
■出演／風間杜夫

9⁄13（水）  1:00pm
A ￥4,500　B ￥3,000

4/14
（金）
先行予約
開始

サスペンス･コメディの傑作、福田雄一×片岡愛之助で！
落ち目の劇作家が、教え子の傑作戯曲を我が物にしようと殺人計画をたてて・・・
どんでん返しにつぐ、どんでん返しの連続、緻密に計算された複雑な構成の
サスペンス。ブロードウェイで1800回超の公演を行った大ヒット作を、テレビ
ドラマや脚本家としても活躍する福田雄一が自ら翻訳した台本で演出。この
サスペンス・コメディの傑作に片岡愛之助が挑む！

8⁄3（木）  1:00pm／6:30pm・4（金）  1:00pm・5（土）  12:00pm／5:00pm・6（日）  12:00pm
全席指定 ￥9,500

デストラップ
一般発売：4/22（土）

■作／アイラ・レヴィン
■翻訳・演出／福田雄一
■出演／片岡愛之助、橋本良亮（A.B.C-Z）
　　　　高岡早紀、佐藤仁美、坂田 聡

風間杜夫ひとり芝居
『ピース』

大名跡を襲名、のびやかに華ひらく林家兄弟が登場！
前座「こぶ平」の頃から、テレビ出演やＣＭ起用で広く知られる林家正蔵が
『笑点』への大抜擢で注目を浴びる実弟の林家三平と兄弟会で芸術文化
センターに初登場！特に古典落語での進境が著しく、2005年には祖父の名跡
「正蔵」を襲名。祖父にあたる七代目林家正蔵、父林家三平と親子三代の真打は
史上初となりました。高座に姿をあらわすだけでぱっと場内に明かりがともる、
陽気さが持ち味。どうぞお楽しみに。

4/14
（金）
先行予約
開始

■出演／林家正蔵、林家三平　ほか

9⁄24（日）  2:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

林家正蔵 林家三平 兄弟会

ほろ苦さを盛り込んだ、加藤健一が描く人生の光と影―
人生のどん底で苦悩するかつての名優と、それを献身的に支える妻。そして、
名優の再起に全力を注ぐ気鋭の演出家。それぞれの苦悩と葛藤が交わると
き、この上なく切ない人間ドラマが生まれる。夫と演出家の間で、愛に立場に
揺れる妻。その妻が最後に選び、語る真相とは―。人生の光と影を、静かに、
熱く、印象的に描く作品です。

4/14
（金）
先行予約
開始

9⁄17（日）  4:30pm
A ￥5,000　B ￥3,000

加藤健一事務所『喝采』

■作／クリフォード・オデッツ　■訳／小田島恒志、小田島則子
■演出／松本祐子
■出演／加藤健一
　　　　山路和弘、林 次樹
　　　　大和田伸也、浅野雅博、寺田みなみ
　　　　竹下景子

撮影:石川 純

）
30pm
￥3,000 撮影:石撮影:石撮影:石撮影:石撮影:石影:石影:撮影:石影::石:石影:石:石影:石川 純川 純川 純川 純川 川 純川 純川 純川 純川 純川 川  川 純撮影:石川 純

世界最高峰のダンサーが一堂に集う夢のステージがここに実現！
バレエ界の頂点に君臨するパリ・オペラ座バレエ団と英国ロイヤル・バレエ団。
その中から選りすぐりのダンサーたちが集う、夢の舞台がついに実現します。
輝ける才能たちの中には、世界の注目を浴びる日本人ダンサーの名も。バレエ・
ファンならずとも決して見逃せません！

4/14
（金）
先行予約
開始

8⁄1（火）  6:30pm
S ￥19,000　A ￥16,000　B ￥13,000　C ￥10,000　D ￥8,000　E ￥6,000

オペラ座＆ロイヤル 夢の競演
“バレエ・スプリーム”

＜プログラム＞『白鳥の湖』、『ドン・キホーテ』、『ロミオとジュリエット』、『ジゼル』などの
　　　　　　　  パ・ド・ドゥをはじめ、ヌレエフ、マクミラン、アシュトン、マクレガー、
　　　　　　    ウィールドンによる振付作品の数 を々予定。

■パリ・オペラ座バレエ団／マチアス・エイマン、ミリアム・ウルド＝ブラーム
　　　　　　　　　　　　レオノール・ボラック、ジェルマン・ルーヴェ
　　　　　　　　　　　　オニール八菜、フランソワ・アリュー、ユーゴ・マルシャン
■英国ロイヤル・バレエ団／スティーヴン・マックレー、フェデリコ・ボネッリ
　　　　　　　　　　　　サラ・ラム、高田 茜、ヤーナ・サレンコ、ベンジャミン・エラ
※出演者は2017年1月27日現在の予定です。今後出演者が変更となる場合がございます。

エバを観ずしてフラメンコは語れない
スペイン三大フラメンコ女王の一人と称されるエバ・ジェルバブエナ。伝統に
根差しながらも、誰にも真似できないフラメンコ芸術を創り上げています。
今回の『¡Ay!』では、ミュージシャンをバックに、踊るのは彼女ひとり。世界最高峰
の足さばきと研ぎ澄まされた感性を見よ！

4/14
（金）
先行予約
開始

9⁄20（水）  7:00pm
A ￥10,000　B ￥8,000　C ￥6,000　D ￥4,000　E ￥3,000

エバ・ジェルバブエナ
ソロ・フラメンコ『¡Ay!』

＜プログラム＞『¡Ay!』日本初演

■舞踊／エバ・ジェルバブエナ
■音楽監督、ギター／パコ・ハラーナ 
■カンタオール（歌い手）／ホセ・バレンシア 
■カンタオール（歌い手）／アルフレド・テハーダ 
■パーカッション／アントニオ・コロネル 
■パルマス（手拍子） ／エル・トロンボ
■ヴァイオリン／ウラジミール・ディミトリエンコ

Ⓒ Daniel Pérez

￥6,000 D ￥4,000 E ￥3,000

トリエンコ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DaniDaniDaniDaniDDaDanDanDaniDanDaniDaniDaniDaniDaniDaniD el Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel Pel PPPel Pel Pel PPPPérezérezéreérérezérérrezérezéreérezérezérezérezérereérⒸ Daniel Pérez

ア　イ

Ⓒ James Bort1（火）6:30pm
000 A ￥16,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ JJJaJaJaJJaJaJaJaJaJJJJJJⒸ James Bort Ⓒ ROH, 2014. Photographed by Tristram Kenton

般発売 4/22
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