
● 10/14（土）
           15（日）

● 10/21（土）1:30pｍ/6:30pm
           22（日）12:00pｍ/5:00pm

● 12/9（土）1:00pｍ/6:00pm
           10（日）1:00pｍ

● 11/3（金・祝）10:30am

● 11/29（水）1:00pm

オーファンズ

小

小

小

世界音楽図鑑 ボーカデミア クリスマス・コンサート

関西二期会 第８８回オペラ公演

ウェーバー 歌劇『魔弾の射手』

オーランドー

プライムたちの夜 

コンドルズの遊育計画
あそいくけいかく

ナイロン１００℃ ４４ｔｈ ＳＥＳＳＩＯＮ

かがみのかなたはたなかのなかに　

大● 11/10（金）11:30am

大

大

大

● 12/8（金）11:30aｍ/3:00pm
ワンコイン･
コンサート

常田麻衣～まだ見ぬファゴットへの誘い
つねだ ま　い

立上 舞～ヴァイオリン、満ち溢れるメロディ
たてがみ ま  い

※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 9月号は9/4（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～7/16（日）まで
　※7/10（月）除く

※7/8（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。

7/9（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

7月休館日

※7/9（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、7/11（火）より販売いたします。

大 小中

中

中

中

中

中

中

● 12/30（土）12:00pｍ/6:00pm
           31（日）12:00pｍ

● 2018  1/11（木）6:30pｍ
　　　　 12（金）6:30pｍ
　　　　 13（土）11:00aｍ/2:30pm
　　　　 14（日）11:00aｍ/2:30pm

ペール・ギュント 中

中

9/8（金）～9（土）
9/10（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

7/7（金）～8（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料
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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

Ⓒ Marco BorggreveⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcarcMarcrcMarcararcMarco o o o o o o Bo Bo Bo oo o o o o o Bo o o BⒸ Marco Borggreve Ⓒ JENS GERBERBoBoBoBoBoooBoBooBoBorggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggg eveeveeveeveeveeveeveeveeveevee ee eee eBorggreve ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ EREREREREREREREERRBERBERBERBERBERBEREERERRRRRJJJENJENSJENSJENSJENSNSNSJENSJENSJENSJENSENSJENSNSENSJENSJJJ  G G GG G G  G G GⒸ JENS GERBER

Ⓒ King RecordsKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKinKinKingKingKinKingKing Rec Rec RecRecRec Rec Rec Rec Rec RecRecRecRecRecRecRec RecRecRec Rec RecordsordsdordsordordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsⒸ King Records

Ⓒ Tetsuro GotoⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ TetsTetsTetstttTetsTetsTetsTetsTetsTetstTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsuro uro urouro ro ro uroro ro roro roro ro ro ro G tGotoGotoGotoGotoGotoGotoG ttttttGotoGotoG tGototGototⒸ Tetsuro Goto

Ⓒ Denis Felix ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DeniDeniDeniDenDenDenDeDenDenDenDenDeDenDenDenDenDenD s Fes Fes Fs Fs Fs Fs FFs s Fes Fes Fes FeFes Fs Fs Fes Fes FeeelilixlixlixxlixⒸ Denis FelixⒸ 大窪道治ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大窪道治大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大大窪道治大Ⓒ 大窪道治

「オーファンズ」、「オーランドー」は7/29（土）、
「プライムたちの夜」、「ナイロン１００℃」は9/9（土）、
「ペール・ギュント」は9/24（日）、
「かがみのかなたはたなかのなかに」は10/21（土）一般発売。

9月発売予定
7/3（月）、10（月）、18（火）、24（月）、31（月）

8
㈯

先行予約
開 始

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ54

PAC STRINGS！（パック・ストリングス） ● 10/28（土）2:00pm

● 11/30（木）7:00pm

● 12/3（日）2:00pm

世界音楽図鑑 北欧・バルトのクリスマス ● 12/6（水）6:30pm

● 12/7（木）7:00pm

7
㈮

先行予約
開 始

● 10/28（土）4:00pｍ
           29（日）2:00pｍ

エマニュエル・パユ（フルート）＆エリック・ル・サージュ（ピアノ）

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団

小● 12/10（日）2:00pm歌の花園～キャロリン・サンプソン ソプラノ・リサイタル

ナイロン100℃3年ぶりの新作描き下ろし！
2015年「消失」公演からおよそ2年、ケラリーノ・サンドロヴィッチ率いるナイロン
100℃が再始動します。2014年「社長吸血記」以来3年ぶりの新作書き下ろしと
なる本作には、ナイロン100℃の劇団員に加え、客演に水野美紀、遠藤雄弥、マギーら
バラエティに富んだ面々を迎えさらに進化を続けます！

ナイロン１００℃ ４４ｔｈ ＳＥＳＳＩＯＮ
7/8
（土）
先行予約
開始

12⁄9（土）  1:00pm／6:00pm・10（日）  1:00pm

・12（金）  6:30pm

・13（土）  11:00am／2:30pm・14（日）  11:00am／2:30pm

全席指定 ￥7,500

日韓キャストの競演でイプセンの名作を
来年の平昌冬季五輪の開・閉会式も手掛けるヤン・ジョンウンの演出で、イプセン
の冒険叙事詩『ペール・ギュント』を上演。不朽の名作が韓国の気鋭演出家の手に
より斬新でドラマチックな舞台に生まれ変わります。タイトルロールの自由奔放で
恋多き男ペールを演じるのは浦井健治。２０１７年の暮れ、みなさまを不思議の旅へ
お連れいたします。

ペール・ギュント
7/8
（土）
先行予約
開始

12 ⁄30（土）  12:00pm／6:00pm・31（日）  12:00pm
A ￥8,500　B ￥5,000

■原作／ヘンリック・イプセン
■演出／ヤン・ジョンウン
■出演／浦井健治、趣里、ユン・ダギョン、マルシア　ほか

■作・演出／ケラリーノ・サンドロヴィッチ
■出演／三宅弘城、大倉孝二、みのすけ、犬山イヌコ
　　　　峰村リエ、村岡希美、藤田秀世、廣川三憲
　　　　水野美紀、遠藤雄弥、マギー ほか

たなかとかなた、ケイコとコイケ
かがみの向こうはかがみ？
各界で活躍する魅力的なキャストが集結し、「子どももおとなも一緒に楽しめる」
お芝居を“鏡”をモチーフにお届けします。日常を抜け出して、劇場という不思議
な世界をお子様と一緒に楽しんでみませんか？

かがみのかなたはたなかのなかに
7/8
（土）
先行予約
開始

20181⁄11（木）  6:30pm

A ￥5,000　B ￥3,000
※子ども（小・中学生）優先エリアあり。詳細は同封のチラシをご覧ください。

■作・演出／長塚圭史
■振付・音楽／近藤良平 
■出演／近藤良平
　　　　首藤康之
　　　　長塚圭史
　　　　松 たか子

一般発売：9/9（土）

一般発売：9/24（日）

一般発売：10/21（土）

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

 ＨＡＮＡＧＡＴＡ「忠臣蔵」外伝
 忠臣蔵に登場する三人の浪士（？）達の物語！！
寿命のろうそく見えますか…?「死神　間瀬孫九郎」
仇討ちのため、老父と共に生活苦に耐える赤穂浪人・孫九郎が、ある日死神
と出会い、病人を元気にする方法を聞き…。古典落語の“死神”と仇討ちを
絡ませた、おもしろこわい作品。

いつの世も、妻は強し！「常識人　梶川与惣兵衛」
江戸城松の廊下で吉良上野介に斬りつけた浅野内匠頭を「殿中でござる！」
と止めた、梶川与惣兵衛。立派？いや、武士の情けを知らぬヤツ。なわけで、
夫婦と息子の家庭内騒動記。

舞台は西宮！？「名優　寺坂吉右衛門」
切腹したはずの四十七士の1人寺坂吉右衛門が、西宮にある造り酒屋の
実家に戻って来る。一家それぞれの思惑が交差する人間模様に、劇中劇
まで登場するおもしろさ抜群の秀作！

しにがみ

じょうしきじん

めいゆう てらさか    きちえもん

かじや    よそべえ

ま   せ  まごくろう

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

■作・演出／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

好評発売中！



7/7
（金）
先行予約
開始

気品溢れる芳醇な音楽
ベルリン・フィル首席奏者パユと長きにわたりパートナーを組む盟友ル・サージュ。
フランスにゆかりのある二人による、芳醇なデュオをご堪能いただけるプログラムを
ご用意いたしました。小空間に満ちる豊かな音に身を委ねる贅沢な一夜を貴方に。

エマニュエル・パユ（フルート）＆
エリック・ル・サージュ（ピアノ）

モーツァルト ： ソナタ 第17番（原曲 ： ヴァイオリン・ソナタ）
シューベルト ： 『しぼめる花』の主題による序奏と変奏曲
ドビュッシー ： ビリティス
フォーレ ： コンクール用小品／シシリエンヌ／幻想曲
プーランク ： フルート・ソナタ

■フルート／エマニュエル・パユ
■ピアノ／エリック・ル・サージュ

7/7
（金）
先行予約
開始

ロシアより、とびきりの愛をこめて
世界最高峰の合唱アカデミー「ロシア国立モスクワ・アカデミー合唱団」の精鋭
メンバーによるボーカル・アンサンブル“ボーカデミア”。迫力の歌声は合唱大国
ロシアならでは！ア・カペラの正統派が、ロシア民謡からオペラ、映画音楽、クリス
マス・ソングまで、冬にぴったりの歌声をお届けします。

世界音楽図鑑

ボーカデミア クリスマス・コンサート

バッハ＝グノー ： アヴェ・マリア、シューベルト ： アヴェ・マリア
ラフマニノフ ： 神の御母よ、喜べ
ロシア民謡 ： 赤いサラファン、ともしび、黒い瞳、トロイカ
アメージング・グレース、ホワイト・クリスマス　ほか

■出演／ボーカル・アンサンブル“ボーカデミア”

12⁄3（日）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

7/7
（金）
先行予約
開始

北欧のアーティストが贈るクリスマスプレゼント☆
バルト海を擁する三つの国から魅力的なアーティス
ト３組が集結！エストニア名実ともに№１バンドによる
快活なステージ、フィンランドから“カワイイ”女性４人
組によるフォークミュージック、そしてスウェーデン
からは世界中で話題沸騰！ 魂震える奇跡のハーモニー
グループ。ホットで豪華な一夜、ひと足早いクリスマス
を祝おう！

世界音楽図鑑

北欧・バルトのクリスマス

■出演／カーリー・ストリングス fromエストニア
　　　　カルデミンミット from フィンランド
　　　　クラヤ from スウェーデン

12 ⁄6（水）  6:30pm
全席指定 ￥5,000

7/7
（金）
先行予約
開始

PACコンサートマスター豊嶋泰嗣が率いる弦楽アンサンブル

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ54

PAC STRINGS！（パック・ストリングス）

ドヴォルザーク ： 弦楽五重奏曲 第2番
シューベルト（マーラー編） ： 死と乙女（弦楽合奏版）

■特別ゲスト／豊嶋泰嗣（ヴァイオリン）
■出演／ＰＡＣストリングス・メンバー

10⁄28（土）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000
※17-18PACオーケストラ定期会員はA ￥2,500   B ￥1,500でご購入いただけます。

7/7
（金）
先行予約
開始

ドイツ・ロマン派オペラの最高傑作
ドイツ・ロマン派オペラ最初の作「魔弾の射手」。関西二期会を代表する歌手陣に
加え、世界で活躍中の指揮者キンボー・イシイ氏、今最も注目されている若手演出家
の菅尾友氏を迎え、ドイツ民話を元にした名曲揃いのこの作品をお届けします。

関西二期会 第８８回オペラ公演

ウェーバー 歌劇『魔弾の射手』

ウェーバー『魔弾の射手』（全３幕・ドイツ語上演・日本語字幕つき）
■指揮／キンボー・イシイ　■演出／菅尾 友　■装置／松生紘子
■出演／オットカール侯爵 ： 萩原寛明、黒田まさき
　　　　クーノ ： 萬田一樹、橘 茂
　　　　アガーテ ： 木澤佐江子、老田裕子
　　　　エンヒェン ： 熊谷綾乃、末廣亜矢子
　　　　カスパール ： 西田昭広、西尾岳史
　　　　マックス ： 竹田昌弘、竹内直紀
　　　　隠者・ザミエル ： 片桐直樹、キリアン ： 大谷圭介.
■合唱／関西二期会合唱団
■管弦楽／関西フィルハーモニー管弦楽団

10⁄28（土）  4:00pm・29（日）  2:00pm
特S ￥12,000　S ￥10,000　A ￥8,000　B ￥5,000　C ￥3,000　D ￥1,000

11⁄30（木）  7:00pm
A ￥6,000　B ￥5,000

7/7
（金）
先行予約
開始

オール・ベートーヴェン・プログラム
創設1809年のゲヴァントハウス管弦楽団の首席奏者達たちによる弦楽四重
奏団。今回は『ラズモフスキー 第１番』を含む、オール・ベートーヴェンという聴き
ごたえのあるプログラムです。歴史ある弦楽四重奏団の演奏をお楽しみください。

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団

オール・ベートーヴェン・プログラム
弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 op.18-5
弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 op.135
弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 op.59-1『ラズモフスキー 第1番』

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団
■ヴァイオリン／フランク＝ミヒャエル・エルベン、コンラート・ズスケ
■ヴィオラ／アントン・ジヴァエフ
■チェロ／レオナルド・フレイ－マイバッハ

7/7
（金）
先行予約
開始

薔薇の香りに包まれて
英国が誇るソプラノの名花、キャロリン・サンプソンのリ
サイタルが実現しました！プログラムは、パーセル、シュー
マン、シューベルト、ブリテン…古今の作曲家が遺した
薔薇を中心にした、花の歌曲集。シューベルト“野ばら”、
シューマン“バラよ、バラよ”など…香り立つ歌に酔いしれ
ましょう！

パーセル（ブリテン） ： バラの花よりも甘く
シューマン ： 私のバラ、バラよバラよ
ブリテン ： ナイチンゲールとばら
グノー ： ばらの咲くころ
シューベルト ： 野ばら　ほか

■ソプラノ／キャロリン・サンプソン
■ピアノ／ジョゼフ・ミドルトン

12⁄10（日）  2:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

7/8
（土）
先行予約
開始

男性3人の濃密な感動作 オーファンズ（孤児たち）の行く末は…
読売演劇大賞優秀演出家賞、紀伊國屋演劇賞個人賞など多くの受賞に輝くマキノ
ノゾミが演出する傑作ストレートプレイ。劇作家・脚本家としても大活躍のマキノ
が久々に翻訳劇を手がけることが注目されます。フィラデルフィアの廃屋で暮らす
孤児の兄弟の前に孤児だった男が現れ、男3人の共生と別れ、再生が描かれます。

オーファンズ

■作／ライル・ケスラー
■翻訳／小田島恒志
■演出／マキノノゾミ

10⁄14（土）・15（日）

12 ⁄7（木）  7:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

7/8
（土）
先行予約
開始

眠りから醒めた彼は、彼女だった。
16世紀、美少年オーランドーは暴動の最中、昏睡状態に。再び目覚めた彼は女性
になっていた…イギリスの作家ヴァージニア・ウルフが、彼女の恋人であった女性
に贈った文学史上最も長く最も魅力的なラブレター。映画やドラマ、ＣＭにも多数
出演している豪華キャストでお届けします。

オーランドー

■原作／ヴァージニア・ウルフ
■翻案・脚本／サラ・ルール
■演出／白井 晃
■翻訳／小田島恒志、小田島則子
■出演／多部未華子、小芝風花、戸次重幸
　　　　野間口徹、池田鉄洋、小日向文世
■演奏／林 正樹、相川 瞳、鈴木広志

7/8
（土）
先行予約
開始

コンドルズが繰り広げる客席参加型
“からだ遊びパフォーマンス！”
『サラリーマン体操』や『てっぱんダンス』などユーモア満載の作品を創りだして
きたコンドルズが、子どもも大人も楽しめる“からだ遊びパフォーマンス”で生活に
必要な基本動作をバランスよく身につけ、からだの持つ可能性をぐぐっと広げます！

コンドルズの遊育計画
あそいくけいかく

11⁄3（金・祝）  10:30am
A ￥2,000　B ￥1,000
※3歳以上有料、3歳未満でもお席が必要な場合は有料。

7/8
（土）
先行予約
開始

少し（S）不思議（F）で、少し未来の物語 

プライムたちの夜 

■作／ジョーダン・ハリソン
■翻訳／常田景子
■演出／宮田慶子 
■出演／浅丘ルリ子、香寿たつき
　　　　佐川和正、相島一之

11 ⁄29（水）  1:00pm
A ￥6,000　B ￥4,000

10⁄21（土）  1:30pm／6:30pm・22（日）  12:00pm／5:00pm
全席指定 ￥9,800歌の花園

Ⓒ Jean Baptiste MillotJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJean Bap BapBapBapBapBapBap Bap BapBapBap BapBap Bap Bap Bap Bap Bap Bap BapBaptisttisttisttisttisttisttistti ttisttististtisttisttististtisttisttisttiste Me e Mie Me Me Me e Me Me Me Mie Me Me Me Me Mie Me Me Me Mie MillotllotlototlotllotototlototlototllotototolotllototⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Jean Baptiste Millot Ⓒ JENS GERBER

園

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ JEJJJJJJJJ JENJENNNNNJENJJJJJJ NNNN JEJJ NNNJJ NJEJEJENJJJJEJJ JJJJJJEJJJJENJEEJENNNNNNNNNNS GES GES GE GEGG GEGEGEGS GEGGEGEGES GEGEE  RBERRRBERBERRBERERRERERBERRRR EEERRRR RⒸ JENS GERBER

Ⓒ Marco Borggreve

酔いしれ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcarMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarco Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Borggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggggg eveeveeveeveeveeveeveeveeveeveⒸ Marco Borggreve

Ⓒ Denis Felix

図鑑

木）木木
:00pm
5,000 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DeniDeniDeniDeniDenDenDeDenDenDeniDeniDenDeDenDenDenDenis Fes Fs Fes Fs Fs Fs Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fs Fes FeFes FeF lixlixlixxxⒸ Denis Felix

85歳の老女マージョリーは、1977年生まれ。ほんの少し先の未来を舞台に、作者
ジョーダンは、誰もが通る「老い」そして「記憶」の郷愁を通して“起こるかもしれ
ない”家族の姿を描きました。生きているということ、自分を取り巻く人々のかけ
がえのなさに改めて気づかされる作品。

■作・演出・構成・振付／近藤良平
■出演／コンドルズ

一般発売：9/9（土）

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！

常田麻衣～まだ見ぬファゴットへの誘い
W.フート ： 『大きな古時計』による変奏曲、ロッシーニ ： ファゴット協奏曲
O.ヌシオ ： ペルゴレージの主題による変奏曲　ほか

11 ⁄10（金）  11:30am
全席指定 ￥500

全席指定 ￥500

立上 舞～ヴァイオリン、満ち溢れるメロディ
11:30am
パガニーニ ： カンタービレ ニ長調 op.17、J.S.バッハ ： シャコンヌ　ほか
3:00pm
エルガー ： 愛の挨拶、R.シュトラウス ： ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 op.18　ほか

12 ⁄8（金）  11:30am/3:00pm

つ ね だ ま 　 い

た て が み ま  い

7/7
（金）
先行予約
開始

500円で本格的なコンサートを
11月は、日本管打楽器コンクール・ファゴット部門第1位など、確かな実力の常田麻衣。12月
は、SKO初代コンサートミストレス立上舞が、満を持して芸術文化センターに帰ってきます！

ワンコイン・コンサート

■ファゴット／常田麻衣
■ピアノ／若杉 亮

■ヴァイオリン／立上 舞
■ピアノ／吉武 優

Ⓒ Tetsuro Goto

7/
（金
先行

084‒659
ットオフィスでもご予約を承ります。すす

op.18　ほか
立上 舞
優

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ TetsTetsTetstTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsT urouro uro uro urouro uro roro urorro rrorr GotoGotoGotoG tGotoGotoGotoGotoGotoGotoG tGotoGotoGGotoGotoGotoGotoGotoGototⒸ Tetsuro Goto

Ⓒ 大窪道治ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大窪道治大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大大窪道治大Ⓒ 大窪道治

Ⓒ Sussie AhlburgⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ SussSussSussSussSussSussussSussSussSussussSussussSussussSussie Aie Aie Ae Ae Ae Ae Ae Aie Aie Aie Ae Ae Aie Aie Ae Ae Ae Aie Aie Ae AhlbuhlbuhlbuhlbuhlbuhlbhlbhlbuhlbuhlbububhlbuhlbuhlbhlbuhlbuhlbuhlbuhlburgrgrgrgrgrgrgrrgrrrrrⒸ Sussie Ahlburg

2017-18シーズンの室内楽はパック・ストリングスからスタート！
特別ゲストに迎えるのは、コンサートマスターとしてPACオーケ
ストラをリードし続けてきた豊嶋泰嗣。室内楽奏者としても大変
高い評価を受ける豊嶋さんと新メンバーを迎えたPACストリン
グス・メンバーの渾身の演奏にご期待ください！

一般発売：7/29（土）

一般発売：7/29（土）

0歳0歳0歳からご入場
いただけます！

全曲全曲AM・PM 全曲
異なるプログラム！

※出演者・開演時刻等は同封のチラシをご覧ください。

キャロリン・サンプソン
ソプラノ・リサイタル



7/7
（金）
先行予約
開始

気品溢れる芳醇な音楽
ベルリン・フィル首席奏者パユと長きにわたりパートナーを組む盟友ル・サージュ。
フランスにゆかりのある二人による、芳醇なデュオをご堪能いただけるプログラムを
ご用意いたしました。小空間に満ちる豊かな音に身を委ねる贅沢な一夜を貴方に。

エマニュエル・パユ（フルート）＆
エリック・ル・サージュ（ピアノ）

モーツァルト ： ソナタ 第17番（原曲 ： ヴァイオリン・ソナタ）
シューベルト ： 『しぼめる花』の主題による序奏と変奏曲
ドビュッシー ： ビリティス
フォーレ ： コンクール用小品／シシリエンヌ／幻想曲
プーランク ： フルート・ソナタ

■フルート／エマニュエル・パユ
■ピアノ／エリック・ル・サージュ

7/7
（金）
先行予約
開始

ロシアより、とびきりの愛をこめて
世界最高峰の合唱アカデミー「ロシア国立モスクワ・アカデミー合唱団」の精鋭
メンバーによるボーカル・アンサンブル“ボーカデミア”。迫力の歌声は合唱大国
ロシアならでは！ア・カペラの正統派が、ロシア民謡からオペラ、映画音楽、クリス
マス・ソングまで、冬にぴったりの歌声をお届けします。

世界音楽図鑑

ボーカデミア クリスマス・コンサート

バッハ＝グノー ： アヴェ・マリア、シューベルト ： アヴェ・マリア
ラフマニノフ ： 神の御母よ、喜べ
ロシア民謡 ： 赤いサラファン、ともしび、黒い瞳、トロイカ
アメージング・グレース、ホワイト・クリスマス　ほか

■出演／ボーカル・アンサンブル“ボーカデミア”

12⁄3（日）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

7/7
（金）
先行予約
開始

北欧のアーティストが贈るクリスマスプレゼント☆
バルト海を擁する三つの国から魅力的なアーティス
ト３組が集結！エストニア名実ともに№１バンドによる
快活なステージ、フィンランドから“カワイイ”女性４人
組によるフォークミュージック、そしてスウェーデン
からは世界中で話題沸騰！ 魂震える奇跡のハーモニー
グループ。ホットで豪華な一夜、ひと足早いクリスマス
を祝おう！

世界音楽図鑑

北欧・バルトのクリスマス

■出演／カーリー・ストリングス fromエストニア
　　　　カルデミンミット from フィンランド
　　　　クラヤ from スウェーデン

12 ⁄6（水）  6:30pm
全席指定 ￥5,000

7/7
（金）
先行予約
開始

PACコンサートマスター豊嶋泰嗣が率いる弦楽アンサンブル

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ54

PAC STRINGS！（パック・ストリングス）

ドヴォルザーク ： 弦楽五重奏曲 第2番
シューベルト（マーラー編） ： 死と乙女（弦楽合奏版）

■特別ゲスト／豊嶋泰嗣（ヴァイオリン）
■出演／ＰＡＣストリングス・メンバー

10⁄28（土）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000
※17-18PACオーケストラ定期会員はA ￥2,500   B ￥1,500でご購入いただけます。

7/7
（金）
先行予約
開始

ドイツ・ロマン派オペラの最高傑作
ドイツ・ロマン派オペラ最初の作「魔弾の射手」。関西二期会を代表する歌手陣に
加え、世界で活躍中の指揮者キンボー・イシイ氏、今最も注目されている若手演出家
の菅尾友氏を迎え、ドイツ民話を元にした名曲揃いのこの作品をお届けします。

関西二期会 第８８回オペラ公演

ウェーバー 歌劇『魔弾の射手』

ウェーバー『魔弾の射手』（全３幕・ドイツ語上演・日本語字幕つき）
■指揮／キンボー・イシイ　■演出／菅尾 友　■装置／松生紘子
■出演／オットカール侯爵 ： 萩原寛明、黒田まさき
　　　　クーノ ： 萬田一樹、橘 茂
　　　　アガーテ ： 木澤佐江子、老田裕子
　　　　エンヒェン ： 熊谷綾乃、末廣亜矢子
　　　　カスパール ： 西田昭広、西尾岳史
　　　　マックス ： 竹田昌弘、竹内直紀
　　　　隠者・ザミエル ： 片桐直樹、キリアン ： 大谷圭介.
■合唱／関西二期会合唱団
■管弦楽／関西フィルハーモニー管弦楽団

10⁄28（土）  4:00pm・29（日）  2:00pm
特S ￥12,000　S ￥10,000　A ￥8,000　B ￥5,000　C ￥3,000　D ￥1,000

11⁄30（木）  7:00pm
A ￥6,000　B ￥5,000

7/7
（金）
先行予約
開始

オール・ベートーヴェン・プログラム
創設1809年のゲヴァントハウス管弦楽団の首席奏者達たちによる弦楽四重
奏団。今回は『ラズモフスキー 第１番』を含む、オール・ベートーヴェンという聴き
ごたえのあるプログラムです。歴史ある弦楽四重奏団の演奏をお楽しみください。

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団

オール・ベートーヴェン・プログラム
弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 op.18-5
弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 op.135
弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 op.59-1『ラズモフスキー 第1番』

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団
■ヴァイオリン／フランク＝ミヒャエル・エルベン、コンラート・ズスケ
■ヴィオラ／アントン・ジヴァエフ
■チェロ／レオナルド・フレイ－マイバッハ

7/7
（金）
先行予約
開始

薔薇の香りに包まれて
英国が誇るソプラノの名花、キャロリン・サンプソンのリ
サイタルが実現しました！プログラムは、パーセル、シュー
マン、シューベルト、ブリテン…古今の作曲家が遺した
薔薇を中心にした、花の歌曲集。シューベルト“野ばら”、
シューマン“バラよ、バラよ”など…香り立つ歌に酔いしれ
ましょう！

パーセル（ブリテン） ： バラの花よりも甘く
シューマン ： 私のバラ、バラよバラよ
ブリテン ： ナイチンゲールとばら
グノー ： ばらの咲くころ
シューベルト ： 野ばら　ほか

■ソプラノ／キャロリン・サンプソン
■ピアノ／ジョゼフ・ミドルトン

12⁄10（日）  2:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

7/8
（土）
先行予約
開始

男性3人の濃密な感動作 オーファンズ（孤児たち）の行く末は…
読売演劇大賞優秀演出家賞、紀伊國屋演劇賞個人賞など多くの受賞に輝くマキノ
ノゾミが演出する傑作ストレートプレイ。劇作家・脚本家としても大活躍のマキノ
が久々に翻訳劇を手がけることが注目されます。フィラデルフィアの廃屋で暮らす
孤児の兄弟の前に孤児だった男が現れ、男3人の共生と別れ、再生が描かれます。

オーファンズ

■作／ライル・ケスラー
■翻訳／小田島恒志
■演出／マキノノゾミ

10⁄14（土）・15（日）

12 ⁄7（木）  7:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

7/8
（土）
先行予約
開始

眠りから醒めた彼は、彼女だった。
16世紀、美少年オーランドーは暴動の最中、昏睡状態に。再び目覚めた彼は女性
になっていた…イギリスの作家ヴァージニア・ウルフが、彼女の恋人であった女性
に贈った文学史上最も長く最も魅力的なラブレター。映画やドラマ、ＣＭにも多数
出演している豪華キャストでお届けします。

オーランドー

■原作／ヴァージニア・ウルフ
■翻案・脚本／サラ・ルール
■演出／白井 晃
■翻訳／小田島恒志、小田島則子
■出演／多部未華子、小芝風花、戸次重幸
　　　　野間口徹、池田鉄洋、小日向文世
■演奏／林 正樹、相川 瞳、鈴木広志

7/8
（土）
先行予約
開始

コンドルズが繰り広げる客席参加型
“からだ遊びパフォーマンス！”
『サラリーマン体操』や『てっぱんダンス』などユーモア満載の作品を創りだして
きたコンドルズが、子どもも大人も楽しめる“からだ遊びパフォーマンス”で生活に
必要な基本動作をバランスよく身につけ、からだの持つ可能性をぐぐっと広げます！

コンドルズの遊育計画
あそいくけいかく

11⁄3（金・祝）  10:30am
A ￥2,000　B ￥1,000
※3歳以上有料、3歳未満でもお席が必要な場合は有料。

7/8
（土）
先行予約
開始

少し（S）不思議（F）で、少し未来の物語 

プライムたちの夜 

■作／ジョーダン・ハリソン
■翻訳／常田景子
■演出／宮田慶子 
■出演／浅丘ルリ子、香寿たつき
　　　　佐川和正、相島一之

11 ⁄29（水）  1:00pm
A ￥6,000　B ￥4,000

10⁄21（土）  1:30pm／6:30pm・22（日）  12:00pm／5:00pm
全席指定 ￥9,800歌の花園

Ⓒ Jean Baptiste MillotJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJeanJean Bap BapBapBapBapBapBap Bap BapBapBap BapBap Bap Bap Bap Bap Bap Bap BapBaptisttisttisttisttisttisttistti ttisttististtisttisttististtisttisttisttiste Me e Mie Me Me Me e Me Me Me Mie Me Me Me Me Mie Me Me Me Mie MillotllotlototlotllotototlototlototllotototolotllototⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Jean Baptiste Millot Ⓒ JENS GERBER

園

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ JEJJJJJJJJ JENJENNNNNJENJJJJJJ NNNN JEJJ NNNJJ NJEJEJENJJJJEJJ JJJJJJEJJJJENJEEJENNNNNNNNNNS GES GES GE GEGG GEGEGEGS GEGGEGEGES GEGEE  RBERRRBERBERRBERERRERERBERRRR EEERRRR RⒸ JENS GERBER

Ⓒ Marco Borggreve

酔いしれ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcarMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarco Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Borggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggggg eveeveeveeveeveeveeveeveeveeveⒸ Marco Borggreve

Ⓒ Denis Felix

図鑑

木）木木
:00pm
5,000 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DeniDeniDeniDeniDenDenDeDenDenDeniDeniDenDeDenDenDenDenis Fes Fs Fes Fs Fs Fs Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fes Fs Fes FeFes FeF lixlixlixxxⒸ Denis Felix

85歳の老女マージョリーは、1977年生まれ。ほんの少し先の未来を舞台に、作者
ジョーダンは、誰もが通る「老い」そして「記憶」の郷愁を通して“起こるかもしれ
ない”家族の姿を描きました。生きているということ、自分を取り巻く人々のかけ
がえのなさに改めて気づかされる作品。

■作・演出・構成・振付／近藤良平
■出演／コンドルズ

一般発売：9/9（土）

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！

常田麻衣～まだ見ぬファゴットへの誘い
W.フート ： 『大きな古時計』による変奏曲、ロッシーニ ： ファゴット協奏曲
O.ヌシオ ： ペルゴレージの主題による変奏曲　ほか

11 ⁄10（金）  11:30am
全席指定 ￥500

全席指定 ￥500

立上 舞～ヴァイオリン、満ち溢れるメロディ
11:30am
パガニーニ ： カンタービレ ニ長調 op.17、J.S.バッハ ： シャコンヌ　ほか
3:00pm
エルガー ： 愛の挨拶、R.シュトラウス ： ヴァイオリン・ソナタ 変ホ長調 op.18　ほか

12 ⁄8（金）  11:30am/3:00pm

つ ね だ ま 　 い

た て が み ま  い

7/7
（金）
先行予約
開始

500円で本格的なコンサートを
11月は、日本管打楽器コンクール・ファゴット部門第1位など、確かな実力の常田麻衣。12月
は、SKO初代コンサートミストレス立上舞が、満を持して芸術文化センターに帰ってきます！

ワンコイン・コンサート

■ファゴット／常田麻衣
■ピアノ／若杉 亮

■ヴァイオリン／立上 舞
■ピアノ／吉武 優

Ⓒ Tetsuro Goto

7/
（金
先行

084‒659
ットオフィスでもご予約を承ります。すす

op.18　ほか
立上 舞
優

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ TetsTetsTetstTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsT urouro uro uro urouro uro roro urorro rrorr GotoGotoGotoG tGotoGotoGotoGotoGotoGotoG tGotoGotoGGotoGotoGotoGotoGotoGototⒸ Tetsuro Goto

Ⓒ 大窪道治ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大窪道治大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大大窪道治大Ⓒ 大窪道治

Ⓒ Sussie AhlburgⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ SussSussSussSussSussSussussSussSussSussussSussussSussussSussie Aie Aie Ae Ae Ae Ae Ae Aie Aie Aie Ae Ae Aie Aie Ae Ae Ae Aie Aie Ae AhlbuhlbuhlbuhlbuhlbuhlbhlbhlbuhlbuhlbububhlbuhlbuhlbhlbuhlbuhlbuhlbuhlburgrgrgrgrgrgrgrrgrrrrrⒸ Sussie Ahlburg

2017-18シーズンの室内楽はパック・ストリングスからスタート！
特別ゲストに迎えるのは、コンサートマスターとしてPACオーケ
ストラをリードし続けてきた豊嶋泰嗣。室内楽奏者としても大変
高い評価を受ける豊嶋さんと新メンバーを迎えたPACストリン
グス・メンバーの渾身の演奏にご期待ください！

一般発売：7/29（土）

一般発売：7/29（土）

0歳0歳0歳からご入場
いただけます！

全曲全曲AM・PM 全曲
異なるプログラム！

※出演者・開演時刻等は同封のチラシをご覧ください。

キャロリン・サンプソン
ソプラノ・リサイタル



● 10/14（土）
           15（日）

● 10/21（土）1:30pｍ/6:30pm
           22（日）12:00pｍ/5:00pm

● 12/9（土）1:00pｍ/6:00pm
           10（日）1:00pｍ

● 11/3（金・祝）10:30am

● 11/29（水）1:00pm

オーファンズ

小

小

小

世界音楽図鑑 ボーカデミア クリスマス・コンサート

関西二期会 第８８回オペラ公演

ウェーバー 歌劇『魔弾の射手』

オーランドー

プライムたちの夜 

コンドルズの遊育計画
あそいくけいかく

ナイロン１００℃ ４４ｔｈ ＳＥＳＳＩＯＮ

かがみのかなたはたなかのなかに　

大● 11/10（金）11:30am

大

大

大

● 12/8（金）11:30aｍ/3:00pm
ワンコイン･
コンサート

常田麻衣～まだ見ぬファゴットへの誘い
つねだ ま　い

立上 舞～ヴァイオリン、満ち溢れるメロディ
たてがみ ま  い

※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 9月号は9/4（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～7/16（日）まで
　※7/10（月）除く

※7/8（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。

7/9（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

7月休館日

※7/9（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、7/11（火）より販売いたします。

大 小中

中

中

中

中

中

中

● 12/30（土）12:00pｍ/6:00pm
           31（日）12:00pｍ

● 2018  1/11（木）6:30pｍ
　　　　 12（金）6:30pｍ
　　　　 13（土）11:00aｍ/2:30pm
　　　　 14（日）11:00aｍ/2:30pm

ペール・ギュント 中

中

9/8（金）～9（土）
9/10（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

7/7（金）～8（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 017
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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

Ⓒ Marco BorggreveⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcMarcarcMarcrcMarcararcMarco o o o o o o Bo Bo Bo oo o o o o o Bo o o BⒸ Marco Borggreve Ⓒ JENS GERBERBoBoBoBoBoooBoBooBoBorggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggg eveeveeveeveeveeveeveeveeveevee ee eee eBorggreve ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ EREREREREREREREERRBERBERBERBERBERBEREERERRRRRJJJENJENSJENSJENSJENSNSNSJENSJENSJENSJENSENSJENSNSENSJENSJJJ  G G GG G G  G G GⒸ JENS GERBER

Ⓒ King RecordsKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKingKinKinKingKingKinKingKing Rec Rec RecRecRec Rec Rec Rec Rec RecRecRecRecRecRecRec RecRecRec Rec RecordsordsdordsordordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsordsⒸ King Records

Ⓒ Tetsuro GotoⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ TetsTetsTetstttTetsTetsTetsTetsTetsTetstTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsTetsuro uro urouro ro ro uroro ro roro roro ro ro ro G tGotoGotoGotoGotoGotoGotoG ttttttGotoGotoG tGototGototⒸ Tetsuro Goto

Ⓒ Denis Felix ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DeniDeniDeniDenDenDenDeDenDenDenDenDeDenDenDenDenDenD s Fes Fes Fs Fs Fs Fs FFs s Fes Fes Fes FeFes Fs Fs Fes Fes FeeelilixlixlixxlixⒸ Denis FelixⒸ 大窪道治ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大窪道治大大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大窪道治大大大窪道治大Ⓒ 大窪道治

「オーファンズ」、「オーランドー」は7/29（土）、
「プライムたちの夜」、「ナイロン１００℃」は9/9（土）、
「ペール・ギュント」は9/24（日）、
「かがみのかなたはたなかのなかに」は10/21（土）一般発売。

9月発売予定
7/3（月）、10（月）、18（火）、24（月）、31（月）

8
㈯

先行予約
開 始

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ54

PAC STRINGS！（パック・ストリングス） ● 10/28（土）2:00pm

● 11/30（木）7:00pm

● 12/3（日）2:00pm

世界音楽図鑑 北欧・バルトのクリスマス ● 12/6（水）6:30pm

● 12/7（木）7:00pm

7
㈮

先行予約
開 始

● 10/28（土）4:00pｍ
           29（日）2:00pｍ

エマニュエル・パユ（フルート）＆エリック・ル・サージュ（ピアノ）

ゲヴァントハウス弦楽四重奏団

小● 12/10（日）2:00pm歌の花園～キャロリン・サンプソン ソプラノ・リサイタル

ナイロン100℃3年ぶりの新作描き下ろし！
2015年「消失」公演からおよそ2年、ケラリーノ・サンドロヴィッチ率いるナイロン
100℃が再始動します。2014年「社長吸血記」以来3年ぶりの新作書き下ろしと
なる本作には、ナイロン100℃の劇団員に加え、客演に水野美紀、遠藤雄弥、マギーら
バラエティに富んだ面々を迎えさらに進化を続けます！

ナイロン１００℃ ４４ｔｈ ＳＥＳＳＩＯＮ
7/8
（土）
先行予約
開始

12⁄9（土）  1:00pm／6:00pm・10（日）  1:00pm

・12（金）  6:30pm

・13（土）  11:00am／2:30pm・14（日）  11:00am／2:30pm

全席指定 ￥7,500

日韓キャストの競演でイプセンの名作を
来年の平昌冬季五輪の開・閉会式も手掛けるヤン・ジョンウンの演出で、イプセン
の冒険叙事詩『ペール・ギュント』を上演。不朽の名作が韓国の気鋭演出家の手に
より斬新でドラマチックな舞台に生まれ変わります。タイトルロールの自由奔放で
恋多き男ペールを演じるのは浦井健治。２０１７年の暮れ、みなさまを不思議の旅へ
お連れいたします。

ペール・ギュント
7/8
（土）
先行予約
開始

12 ⁄30（土）  12:00pm／6:00pm・31（日）  12:00pm
A ￥8,500　B ￥5,000

■原作／ヘンリック・イプセン
■演出／ヤン・ジョンウン
■出演／浦井健治、趣里、ユン・ダギョン、マルシア　ほか

■作・演出／ケラリーノ・サンドロヴィッチ
■出演／三宅弘城、大倉孝二、みのすけ、犬山イヌコ
　　　　峰村リエ、村岡希美、藤田秀世、廣川三憲
　　　　水野美紀、遠藤雄弥、マギー ほか

たなかとかなた、ケイコとコイケ
かがみの向こうはかがみ？
各界で活躍する魅力的なキャストが集結し、「子どももおとなも一緒に楽しめる」
お芝居を“鏡”をモチーフにお届けします。日常を抜け出して、劇場という不思議
な世界をお子様と一緒に楽しんでみませんか？

かがみのかなたはたなかのなかに
7/8
（土）
先行予約
開始

20181⁄11（木）  6:30pm

A ￥5,000　B ￥3,000
※子ども（小・中学生）優先エリアあり。詳細は同封のチラシをご覧ください。

■作・演出／長塚圭史
■振付・音楽／近藤良平 
■出演／近藤良平
　　　　首藤康之
　　　　長塚圭史
　　　　松 たか子

一般発売：9/9（土）

一般発売：9/24（日）

一般発売：10/21（土）

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

 ＨＡＮＡＧＡＴＡ「忠臣蔵」外伝
 忠臣蔵に登場する三人の浪士（？）達の物語！！
寿命のろうそく見えますか…?「死神　間瀬孫九郎」
仇討ちのため、老父と共に生活苦に耐える赤穂浪人・孫九郎が、ある日死神
と出会い、病人を元気にする方法を聞き…。古典落語の“死神”と仇討ちを
絡ませた、おもしろこわい作品。

いつの世も、妻は強し！「常識人　梶川与惣兵衛」
江戸城松の廊下で吉良上野介に斬りつけた浅野内匠頭を「殿中でござる！」
と止めた、梶川与惣兵衛。立派？いや、武士の情けを知らぬヤツ。なわけで、
夫婦と息子の家庭内騒動記。

舞台は西宮！？「名優　寺坂吉右衛門」
切腹したはずの四十七士の1人寺坂吉右衛門が、西宮にある造り酒屋の
実家に戻って来る。一家それぞれの思惑が交差する人間模様に、劇中劇
まで登場するおもしろさ抜群の秀作！

しにがみ

じょうしきじん

めいゆう てらさか    きちえもん

かじや    よそべえ

ま   せ  まごくろう

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

■作・演出／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

好評発売中！


