
● 2018  1/5（金）11:30aｍ

大

大

● 2018  3/28（水）11:30aｍ/3:00pm

ワンコイン･
コンサート

北村 陽～あふれるチェロへの想い
きたむら よう

玉木 優～変幻自在のトロンボーン
たまき ゆう

小

小

世界音楽図鑑

大

大

大

※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 10月号は10/8（日）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～9/17（日）まで
　※9/11（月）除く

※9/9（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。

9/10（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

9月休館日

※9/10（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、9/12（火）より販売いたします。

大 小中

10/12（木）～14（土）
10/15（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

9/8（金）～9（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

Ⓒ MasayaTakagiⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MasaMasaMasaMasaMMMMasaMasaMasMasaMMasaMMasaMasaMasaMasaMasayaTayaTyaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTyaTayaTayaTayaTay kagikagikagkagikagikagkagikagkagikagikagkagikagikagikagkagkagikagkagikagkagⒸ MasayaTakagi Ⓒ 大杉隼平ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉Ⓒ 大杉隼平 Ⓒ Keiichi SutoⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KeiiKeiiKeiiKKeiiKeKeiiKeiiKeiiKeKeKe chi hchi hchi chchichichhhchi hhchichihchch SutoSutoSutotttttttutoSutotSutotttutotⒸ Keiichi Suto

Ⓒ Damil KalogjeraDamiDamiDamDamDamDamDamDamDamDamiDamDamDamDamDamDamiDamDamiDam l Kal Ka KaKa KKl Ka Kal Kal Ka KaKal KaKa Kal Kal KaKaK logjlogjogjogjogjoglogogoglogogogjogjlogjogjogjogjlogjogogjlogjeraeraeraeraraeraeraererererarrⒸ Damil KalogjeraⒸ Felix Broede ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DDDDDDDDDDDⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ FeliFeliFeliFeFeFeFeFeliFeFeFeFeFeFeFFFF x Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx x Br Brx BrBrx BrBroeoeoeoeoeoeoeoedddddedeedeedeededdddddddedeedeⒸ Felix Broede

「管理人」は9/17（日）、
「アテネのタイモン」は10/14（土）一般発売。

10月発売予定
9/4（月）、11（月）、19（火）、25（月）

● 12/12（火）2:00pm柳家小三治・柳家三三 親子会

● 12/10（日）～12/24（日）（全7公演）Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

● 12/26（火）6:30pm
           27（水）11:00aｍ/4:00pm管理人

中

中

● 2018  1/5（金）～8（月・祝）アテネのタイモン 中

9
㈯

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55

PAC BRASS！（パック・ブラス） ● 12/9（土）2:00pm

● 2018  1/27（土）3:00pｍ

● 2018  1/3（水）3:00pｍ

8
㈮

先行予約
開 始

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ ニューイヤー・コンサート

● 2018  1/6（土）2:00pｍワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
～ショパンと新世界～

大● 2018  2/10（土）4:00pｍクレーメル＆クレメラータ・バルティカ

● 12/31（日）3:00pmジルヴェスター・コンサート～ロマンティック・ガラ！

ブルガリアン・ヴォイス
アンジェリーテ

渡辺貞夫（アルトサックス）～リバップ ナイト～

アトリエ澤野スペシャル
エルマー・ブラス（ピアノ）トリオ

渡辺貞夫オリジナル曲ほか演奏予定

■アルトサックス／渡辺貞夫
■ピアノ／サイラス・チェスナット　
■ベース／クリストファー・トーマス
■ドラムス／ブライアン・ブレイド

9/9
（土）
先行予約
開始

Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

12 ⁄10（日）  5:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

洒脱な大人のための、年に1度のジャズの愉しみ
ジャズの多彩なスタイルのコンサートを7日間にわたりお聴きいただけるジャズ・
フェスティバル。お目当てのアーティストを毎年リピートするも良し、昨年とは違う
ジャンルを聴くも良し、はじめてジャズに挑戦するも良し！ジャズ・フェスティバルの
愉しみ方はひとつじゃない！お好みに合わせた12月のひとときを。

一流ジャズマンたちが憧れる存在、渡辺貞夫。毎年趣向を凝らしたクリスマス企画
で沸かせてくれる。今年はカルテットで、カリスマの音楽性がぎゅっと凝縮される！

北村英治（クラリネット）カルテット

ザ・クリスマスソング（トーメ）、ムーンライト・セレナーデ（ミラー）
ベニー・グッドマン メドレー　ほか（予定）

■クラリネット／北村英治
■ピアノ・ヴォーカル／高浜和英
■ベース／山口雄三
■ドラムス／八城邦義

12 ⁄17（日）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

現代を代表するジャズ・クラリネット奏者として世界に名を馳せる北村英治。米寿を
迎えてもなお衰えない暖かな音色と紳士的な人柄は、かけがえがない。

オールスター・ジャムセッション！
日本ジャズ界の巨匠たち

四月の思い出（デ・ポール）、バークス・ワークス（ガレスピー）
スピーク・ロウ（ヴァイル）　ほか（予定）

■ピアノ／エルマー・ブラス　■ベース／マーチン・ヤコノフスキ
■ドラムス／クリスチャン・シェーネフェルト

ラウンド・ミッドナイト（モンク）、リカード・ボサ・ノヴァ（フェレイラ）
カンタロープ・アイランド（ハンコック）
イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スプリング（ロジャース）　ほか（予定）

■テナーサックス／峰 厚介
■トロンボーン／向井滋春
■トランペット／原 朋直
■ピアノ／野力奏一
■ベース／鈴木良雄
■ドラムス／村上 寛

12 ⁄15（金）  7:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

雑味がなく、シンプル。誰の耳にも心地よい正統派のジャズ。ヨーロピアン・ジャズの
人気レーベル澤野工房のニュースターが、ドイツより登場！

モダン・ジャズのトップスターが、当フェスティバルをきっかけに結成したスペシャル・
ユニット。ジャズならではの即興の妙を味わうならこちら！

12 ⁄16（土）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

小曽根真 featuring No Name Horses

曲目は当日のお楽しみ！

■ピアノ／小曽根 真
■トランペット／エリック宮城
■トロンボーン／中川英二郎
■サックス／近藤和彦
■ドラムス／高橋信之介　ほか

12 ⁄22（金）  7:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

神戸出身、ジャズシーンを牽引するピアニスト小曽根真が率いるビッグバンドが、
待望の登場！メンバーは日本を代表するジャズマンばかり。大迫力、間違いなし！

アン・サリー クリスマス・コンサート

聖者の行進、スマイル、クリスマスソング　ほか

■ヴォーカル／アン・サリー
■ピアノ／小林 創
■トランペット／飯田玄彦
■ベース／荒井健太郎
■ドラムス／蓑宮俊介

12 ⁄23（土・祝）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

深みのあるジャズ・ヴォイスと自然体のパフォーマンスで人気のアン・サリー。多忙な
彼女の関西での貴重な公演。冬のひとときにほっこり暖まる癒しのときを。

アロージャズオーケストラ＆東京キューバンボーイズ

ペレス・プラード＆グレン・ミラー メドレー
クリスマスソング、ベサメムーチョ　ほか（予定）

■出演／アロージャズオーケストラ
　　　　見砂和照と東京キューバンボーイズ

12 ⁄24（日）  4:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

ジャズVSラテン、東西の名門ビッグバンドによる大バトル！華麗なスウィングと情熱
のマンボでボリューム満点。これを聴かなきゃ今年は終われない！

2016年公演より

2014年公演より

2015年公演より

2015年公演より

Ⓒ 大杉隼平

ほか

（金）金金
7:00pm
4,000 C ￥3,000 D ￥2,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大大大大大大 大杉隼 大杉隼 大杉隼 大杉隼大大大大大杉大杉隼 大杉隼大杉隼 大杉隼 大杉隼隼 大杉隼大杉隼大大大大大大杉大杉隼杉隼大杉隼大大杉隼大杉隼隼隼大大杉隼大大大大杉大杉隼隼大杉隼隼隼隼平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平Ⓒ 大杉隼平

ノ ー ネ ー ム・ホ ー セ ズ



9/8
（金）
先行予約
開始

新春にアキラさんと音楽初め
新春に福と上質な音楽をお届けする、宮川彬良さんのニューイヤー・コンサート。
彬良さんの楽しいトークと、アンベガの極上の室内楽を、贅沢な小空間で。あの
NHK連続テレビ小説『ひよっこ』の音楽やトークもあり！ 年の初めに優雅で楽しい
音楽の時間を彬良さんと一緒に過ごしませんか。

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
ニューイヤー・コンサート

9/8
（金）
先行予約
開始

新年にふさわしい華麗なる共演
ショパン国際ピアノ・コンクールでお馴染みのポーランドを代表するオーケストラ。
2015年の同コンクールで第２位に輝いたシャルル・リシャール＝アムランとふたたび
華麗なる共演を果たします。後半の「新世界より」
もあわせてお楽しみください。

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
～ショパンと新世界～

パデレフスキ ： 序曲 変ホ長調
ショパン ： ピアノ協奏曲 第１番 ホ短調★
ドヴォルザーク ： 交響曲 第9番『新世界より』
■指揮／ヤツェク・カスプシック
■ピアノ／シャルル・リシャール＝アムラン★
■管弦楽／ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

20181⁄6（土）  2:00pm
A ￥10,000　B ￥8,000　C ￥6,000　D ￥4,000

9/8
（金）
先行予約
開始

ジュネーヴ国際コンクールの覇者と贈る、
魅惑の金管アンサンブル

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ55

PAC BRASS！（パック・ブラス）

ガブリエリ ： ベネディクトゥス・エス・ドミヌス
J.S.バッハ ： ブランデンブルク協奏曲 第６番
ガーシュウィン ： パリのアメリカ人
ノリス ： チャチャ - キューバ・リブレ　ほか

■特別ゲスト／アンドレ・アンリ（トランペット）
■出演／ＰＡＣブラス・セクション

12 ⁄9（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。

9/8
（金）
先行予約
開始

2018年佐渡オペラの世界を先取り！
華やかに過ごす大晦日
2017年を締めくくる恒例のジルヴェスター・コンサート。今年はひょうごプロ
デュースオペラ合唱団が出演！2018年の佐渡オペラ『魔弾の射手』ほか、ドイツ・
オペラの傑作より感動の合唱シーンをお届する、贅沢なガラ・コンサートが実現
しました！前半は、神戸出身のヴァイオリニスト木嶋真優による華麗なメンデルス
ゾーンの協奏曲！全編にわたり、心躍るドイツ・ロマン派の世界をお楽しみいただ
きます。指揮には、ロマン派を知りつくした俊英・アレクサンダー・リープライヒを
ドイツより招へい。ぜひ、ご家族、ご友人とプレミアムな大晦日をお過ごしください。

ジルヴェスター・コンサート
～ロマンティック・ガラ！～ 

ウェーバー ： 舞踏への勧誘
メンデルスゾーン ： ヴァイオリン協奏曲
ワーグナー ： 『タンホイザー』より
ウェーバー ： 『魔弾の射手』より

■指揮／アレクサンダー・リープライヒ
■ヴァイオリン／木嶋真優
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団
■合唱／ひょうごプロデュースオペラ合唱団

12 ⁄31（日）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

20181⁄3（水）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

9/8
（金）
先行予約
開始

バラの国から究極のコーラス・グループが登場！
世界を驚愕し続けるポリフォニー・ヴォーカルの最高峰グループ、アンジェリーテ。
彼らは何世紀も昔から受け継がれる民族衣裳を身に纏い、何声にも分かれた
ハーモニーや複雑なリズムを操る。魂に響く声の力はまさに音楽の宇宙！

ブルガリアン・ヴォイス
アンジェリーテ

ブルガリアの伝統曲　ほか

■指揮／ゲオルギ・ペトコフ
■出演／アンジェリーテ

9/8
（金）
先行予約
開始

クレーメルが描く、モーツァルトの真髄
不世出のヴァイオリニスト、ギドン・クレーメルが、手兵・クレメラータ・バルティカと
ともに贈るこだわりのモーツァルト・プログラム。話題のピアニスト、リュカ・ドゥバ
ルグも登場！天才クレーメルがあぶり出す、天才モーツァルトの真髄。一期一会の
名演に、ご期待ください！

20182 ⁄10（土）  4:00pm
A ￥8,000　B ￥6,000　C ￥4,000　D ￥2,000

9/9
（土）
先行予約
開始

人間国宝“柳家小三治”愛弟子三三と再び登場！
魂をゆさぶるような人情噺から、柳家の真骨頂ともいえる洒脱な滑稽噺まで、
伝説となった高座は数知れず、落語界の生きる伝説・小三治の高座が再び！いまや
若手筆頭実力派として全国を駆け回る愛弟子、柳家三三も共演。どうぞお聴き
逃しなく。

柳家小三治・柳家三三 親子会

演目は当日のお楽しみ

■出演／柳家小三治、柳家三三

12 ⁄12（火）  2:00pm

20181⁄27（土）  3:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

9/9
（土）
先行予約
開始

話が、噛み合わない。
ノーベル文学賞受賞作家ハロルド・ピンターの代表作「管理人」。弟が所有する
家に、職ナシ宿ナシの薄汚い老人を連れてきた兄。３人のうちの誰が家を支配する
のか、駆け引きが始まれば飛び交うセリフは暴力寸前！何かがおかしい…誰かが
狂っている……。

管理人

■作／ハロルド・ピンター
■翻訳／徐 賀世子
■演出／森 新太郎
■出演／溝端淳平、忍成修吾、温水洋一

9/9
（土）
先行予約
開始

新たなシェイクスピアへ、
吉田鋼太郎×藤原竜也がタッグを組む！

アテネのタイモン

■作／ウィリアム・シェイクスピア
■翻訳／松岡和子
■演出／吉田鋼太郎
■出演／吉田鋼太郎、藤原竜也、
　　　　柿澤勇人、横田栄司　ほか

12⁄26（火）  6:30pm・27（水）  11:00am／4:00pm
全席指定 ￥7,500

Ⓒ Mikako IshiguroⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MikaMikaMikaMikaMikMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikMikMikaMikaMikMikaMikaMikaMikako Iko Iko Iko ko Iko ko ko Iko Io oko o ko ko ko Iko ko Iko koko Ishigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshi urourourourourourourourourourorourorororuroou oⒸ Mikako Ishiguro

故蜷川幸雄芸術監督が人生を懸け取り組んだ、シェイクスピア37作品上演企画
「彩の国・シェイクスピアシリーズ」。右腕
として蜷川氏を支えた俳優・吉田鋼太郎
がその遺志を継ぎ残された5作に挑む。
記念すべき演出第一作となる本作は、
蜷川作品で初舞台を踏んだ藤原竜也と
のタッグを組む。

一般発売：10/14（土）

歴史と伝統を誇るジュネーヴ国際コンクールの覇者、トランペットのアンドレ・
アンリを特別ゲストに迎えての「パック・ブラス！」。PACメンバーと共に描く、煌びや
かな音色の表情豊かな金管アンサンブルにご期待ください！

一般発売：9/17（日）

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！

北村 陽～あふれるチェロへの想い
ストラヴィンスキー ： イタリア組曲
J.S.バッハ ： 無伴奏チェロ組曲 第１番より
リムスキー＝コルサコフ ： 熊蜂の飛行　ほか

■チェロ／北村 陽　■ピアノ／鈴木華重子

リンドバーグ ： 無法者たち、R.シュトラウス ： 明日の朝 op.27-4
クーツィール ： トロンボーン四重奏とピアノのための小協奏曲 op.115　ほか

■トロンボーン／玉木 優
■ピアノ／城 綾乃
■トロンボーン（共演）／赤井寛延、上原早貴、亀岡航紀

20181⁄5（金）  11:30am
全席指定 ￥500

全席指定 ￥500

玉木 優～変幻自在のトロンボーン

20183⁄28（水）  11:30am/3:00pm

き た む ら よ う

た ま き ゆ　う

9/8
（金）
先行予約
開始

500円で本格的なコンサートを
1月は、西宮市出身でＳＫＯ歴代最年少入団、今年の「若い音楽家のためのチャイコフ
スキー国際コンクール」チェロ部門で優勝した北村陽が、思い出の芸術文化センター
の舞台でチェロを響かせます。3月は、芦屋市出身、現在は南デンマークフィル
ハーモニー副首席としてヨーロッパを拠点に活動するトロンボーン奏者玉木優が、
若手奏者とともに登場。多彩なトロンボーンの魅力をお届けします。

ワンコイン・コンサート

A ￥5,500　B ￥4,000

20181⁄5（金）～8（月・祝）
※日程・料金等詳細は同封のチラシをご覧ください。

クレーメル＆クレメラータ・バルティカ

Ⓒ Andreas Maikmus/ECM RecordsⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AndrAndrAndrAndrAndrAndAndrndrAndrndrddrAndrAndrAndrAndrndrAndreas eas easeaeas MaikMaikMaikMaMMaikikikaikaikikmmⒸ Andreas Maikmus/ECM Records Ⓒ Felix Broede//s/mus/mus/mus/mus/mus/us/mus/mus/musus/ECM ECMECMECMECM ECM CM ECM CM ECM ECM RecoRecoRecoRecoRecoRecoRecoRecoRecoRecReRecoRecoRecordsrddrdsrdsrdsrdsrdsrdsrdsrdrdsrdssrdsrdsrdsmus/ECM Records ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ddddddoedeoedeoedeoededdddddoedeoededdeedeFeliFelieliFeFeFeFeFeliFeFeFeFeFeFFFFFF x Brxx Brx Brx Brx BrBrx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx BroooooooooⒸ Felix Broede

2011年公演より

Ⓒ Juliusz Multarzynski

★
界より』

ムラン★
ー管弦楽団

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ JJJuliJuliJuliJuliJuliJuliJuliJuJuliJuuliJuliJuliJuJuJuliuliJ uuuⒸ Juliusz Multarzynski Ⓒ Elizabeth Delage

逃し

演目

■出usz usz uszz usz usz MultMultMultMultMMultMM ltM ltMM ltMM arzyarzyarzyarzyrzyrzyyyyyyyyyynskinsnnsnsnsknskinskinskinsknsknsnsnsnskinsknsusz Multarzynski ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DeDeDeDeDeDeDeDeDeeDeeDeDeDeDeDelalagelagelagelageageageagelageagelageelagelageagelagelagelaglagelagelageElizElizElizElizElizElizEliz babetabetabetabetababetabetabetabetabetbebabetabeabetabetabetabetabeth Dh Dh Dh h h h h  h h h Dh Dh  h h Dh h Dh DⒸ Elizabeth Delage

F.デーレ＝宮川彬良 ： すみれの花咲く部屋～アンサンブル・ベガのテーマ～
シューベルト ： セレナーデ、楽興の時、山田耕筰 ： この道
大阪メドレー＜道頓堀行進曲～たそがれの御堂筋　ほか＞
ヴェルディ ： 行け、我が思いよ、金色の翼に乗って（歌劇『ナブッコ』より）　ほか

■ピアノ・トーク／宮川彬良（音楽監督、作・編曲）
■ヴァイオリン／辻井 淳、戸原 直
■ヴィオラ／馬渕昌子
■チェロ／近藤浩志
■コントラバス／新 眞二
■クラリネット／鈴木豊人
■ファゴット／星野則雄
■ホルン／池田重一
■構成・台本／響 敏也

Ⓒ Keiichi SutoⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KeiiKeiiKeK iiKeKeiiKeiiiiiiKeiiKeKeiiKeKeiichichchhhhhhhchi chichhhchi chchichih S tSutoSutoSutoSutoSutoSutoSutotttttSutSutoSutoSutoSutoSutoⒸ Keiichi Suto

ラスカトフ ： モーツァルトの生涯から５分間★
モーツァルト ： アダージョとフーガ、ヴァイオリン協奏曲 第3番★
　　　　　   ピアノ協奏曲 第12番、セレナーデ 第6番 「セレナータ・ノットゥルナ」★
★ クレーメル共演

■ヴァイオリン／ギドン・クレーメル
■ピアノ／リュカ・ドゥバルグ
■出演／クレメラータ・バルティカ



9/8
（金）
先行予約
開始

新春にアキラさんと音楽初め
新春に福と上質な音楽をお届けする、宮川彬良さんのニューイヤー・コンサート。
彬良さんの楽しいトークと、アンベガの極上の室内楽を、贅沢な小空間で。あの
NHK連続テレビ小説『ひよっこ』の音楽やトークもあり！ 年の初めに優雅で楽しい
音楽の時間を彬良さんと一緒に過ごしませんか。

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
ニューイヤー・コンサート

9/8
（金）
先行予約
開始

新年にふさわしい華麗なる共演
ショパン国際ピアノ・コンクールでお馴染みのポーランドを代表するオーケストラ。
2015年の同コンクールで第２位に輝いたシャルル・リシャール＝アムランとふたたび
華麗なる共演を果たします。後半の「新世界より」
もあわせてお楽しみください。

ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
～ショパンと新世界～

パデレフスキ ： 序曲 変ホ長調
ショパン ： ピアノ協奏曲 第１番 ホ短調★
ドヴォルザーク ： 交響曲 第9番『新世界より』
■指揮／ヤツェク・カスプシック
■ピアノ／シャルル・リシャール＝アムラン★
■管弦楽／ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

20181⁄6（土）  2:00pm
A ￥10,000　B ￥8,000　C ￥6,000　D ￥4,000

9/8
（金）
先行予約
開始

ジュネーヴ国際コンクールの覇者と贈る、
魅惑の金管アンサンブル

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ55

PAC BRASS！（パック・ブラス）

ガブリエリ ： ベネディクトゥス・エス・ドミヌス
J.S.バッハ ： ブランデンブルク協奏曲 第６番
ガーシュウィン ： パリのアメリカ人
ノリス ： チャチャ - キューバ・リブレ　ほか

■特別ゲスト／アンドレ・アンリ（トランペット）
■出演／ＰＡＣブラス・セクション

12 ⁄9（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。

9/8
（金）
先行予約
開始

2018年佐渡オペラの世界を先取り！
華やかに過ごす大晦日
2017年を締めくくる恒例のジルヴェスター・コンサート。今年はひょうごプロ
デュースオペラ合唱団が出演！2018年の佐渡オペラ『魔弾の射手』ほか、ドイツ・
オペラの傑作より感動の合唱シーンをお届する、贅沢なガラ・コンサートが実現
しました！前半は、神戸出身のヴァイオリニスト木嶋真優による華麗なメンデルス
ゾーンの協奏曲！全編にわたり、心躍るドイツ・ロマン派の世界をお楽しみいただ
きます。指揮には、ロマン派を知りつくした俊英・アレクサンダー・リープライヒを
ドイツより招へい。ぜひ、ご家族、ご友人とプレミアムな大晦日をお過ごしください。

ジルヴェスター・コンサート
～ロマンティック・ガラ！～ 

ウェーバー ： 舞踏への勧誘
メンデルスゾーン ： ヴァイオリン協奏曲
ワーグナー ： 『タンホイザー』より
ウェーバー ： 『魔弾の射手』より

■指揮／アレクサンダー・リープライヒ
■ヴァイオリン／木嶋真優
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団
■合唱／ひょうごプロデュースオペラ合唱団

12 ⁄31（日）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

20181⁄3（水）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

9/8
（金）
先行予約
開始

バラの国から究極のコーラス・グループが登場！
世界を驚愕し続けるポリフォニー・ヴォーカルの最高峰グループ、アンジェリーテ。
彼らは何世紀も昔から受け継がれる民族衣裳を身に纏い、何声にも分かれた
ハーモニーや複雑なリズムを操る。魂に響く声の力はまさに音楽の宇宙！

ブルガリアン・ヴォイス
アンジェリーテ

ブルガリアの伝統曲　ほか

■指揮／ゲオルギ・ペトコフ
■出演／アンジェリーテ

9/8
（金）
先行予約
開始

クレーメルが描く、モーツァルトの真髄
不世出のヴァイオリニスト、ギドン・クレーメルが、手兵・クレメラータ・バルティカと
ともに贈るこだわりのモーツァルト・プログラム。話題のピアニスト、リュカ・ドゥバ
ルグも登場！天才クレーメルがあぶり出す、天才モーツァルトの真髄。一期一会の
名演に、ご期待ください！

20182 ⁄10（土）  4:00pm
A ￥8,000　B ￥6,000　C ￥4,000　D ￥2,000

9/9
（土）
先行予約
開始

人間国宝“柳家小三治”愛弟子三三と再び登場！
魂をゆさぶるような人情噺から、柳家の真骨頂ともいえる洒脱な滑稽噺まで、
伝説となった高座は数知れず、落語界の生きる伝説・小三治の高座が再び！いまや
若手筆頭実力派として全国を駆け回る愛弟子、柳家三三も共演。どうぞお聴き
逃しなく。

柳家小三治・柳家三三 親子会

演目は当日のお楽しみ

■出演／柳家小三治、柳家三三

12 ⁄12（火）  2:00pm

20181⁄27（土）  3:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

9/9
（土）
先行予約
開始

話が、噛み合わない。
ノーベル文学賞受賞作家ハロルド・ピンターの代表作「管理人」。弟が所有する
家に、職ナシ宿ナシの薄汚い老人を連れてきた兄。３人のうちの誰が家を支配する
のか、駆け引きが始まれば飛び交うセリフは暴力寸前！何かがおかしい…誰かが
狂っている……。

管理人

■作／ハロルド・ピンター
■翻訳／徐 賀世子
■演出／森 新太郎
■出演／溝端淳平、忍成修吾、温水洋一

9/9
（土）
先行予約
開始

新たなシェイクスピアへ、
吉田鋼太郎×藤原竜也がタッグを組む！

アテネのタイモン

■作／ウィリアム・シェイクスピア
■翻訳／松岡和子
■演出／吉田鋼太郎
■出演／吉田鋼太郎、藤原竜也、
　　　　柿澤勇人、横田栄司　ほか

12⁄26（火）  6:30pm・27（水）  11:00am／4:00pm
全席指定 ￥7,500

Ⓒ Mikako IshiguroⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MikaMikaMikaMikaMikMikaMikaMikaMikaMikaMikaMikMikMikaMikaMikMikaMikaMikaMikako Iko Iko Iko ko Iko ko ko Iko Io oko o ko ko ko Iko ko Iko koko Ishigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshi urourourourourourourourourourorourorororuroou oⒸ Mikako Ishiguro

故蜷川幸雄芸術監督が人生を懸け取り組んだ、シェイクスピア37作品上演企画
「彩の国・シェイクスピアシリーズ」。右腕
として蜷川氏を支えた俳優・吉田鋼太郎
がその遺志を継ぎ残された5作に挑む。
記念すべき演出第一作となる本作は、
蜷川作品で初舞台を踏んだ藤原竜也と
のタッグを組む。

一般発売：10/14（土）

歴史と伝統を誇るジュネーヴ国際コンクールの覇者、トランペットのアンドレ・
アンリを特別ゲストに迎えての「パック・ブラス！」。PACメンバーと共に描く、煌びや
かな音色の表情豊かな金管アンサンブルにご期待ください！

一般発売：9/17（日）

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！

北村 陽～あふれるチェロへの想い
ストラヴィンスキー ： イタリア組曲
J.S.バッハ ： 無伴奏チェロ組曲 第１番より
リムスキー＝コルサコフ ： 熊蜂の飛行　ほか

■チェロ／北村 陽　■ピアノ／鈴木華重子

リンドバーグ ： 無法者たち、R.シュトラウス ： 明日の朝 op.27-4
クーツィール ： トロンボーン四重奏とピアノのための小協奏曲 op.115　ほか

■トロンボーン／玉木 優
■ピアノ／城 綾乃
■トロンボーン（共演）／赤井寛延、上原早貴、亀岡航紀

20181⁄5（金）  11:30am
全席指定 ￥500

全席指定 ￥500

玉木 優～変幻自在のトロンボーン

20183⁄28（水）  11:30am/3:00pm

き た む ら よ う

た ま き ゆ　う

9/8
（金）
先行予約
開始

500円で本格的なコンサートを
1月は、西宮市出身でＳＫＯ歴代最年少入団、今年の「若い音楽家のためのチャイコフ
スキー国際コンクール」チェロ部門で優勝した北村陽が、思い出の芸術文化センター
の舞台でチェロを響かせます。3月は、芦屋市出身、現在は南デンマークフィル
ハーモニー副首席としてヨーロッパを拠点に活動するトロンボーン奏者玉木優が、
若手奏者とともに登場。多彩なトロンボーンの魅力をお届けします。

ワンコイン・コンサート

A ￥5,500　B ￥4,000

20181⁄5（金）～8（月・祝）
※日程・料金等詳細は同封のチラシをご覧ください。

クレーメル＆クレメラータ・バルティカ

Ⓒ Andreas Maikmus/ECM RecordsⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AndrAndrAndrAndrAndrAndAndrndrAndrndrddrAndrAndrAndrAndrndrAndreas eas easeaeas MaikMaikMaikMaMMaikikikaikaikikmmⒸ Andreas Maikmus/ECM Records Ⓒ Felix Broede//s/mus/mus/mus/mus/mus/us/mus/mus/musus/ECM ECMECMECMECM ECM CM ECM CM ECM ECM RecoRecoRecoRecoRecoRecoRecoRecoRecoRecReRecoRecoRecordsrddrdsrdsrdsrdsrdsrdsrdsrdrdsrdssrdsrdsrdsmus/ECM Records ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ddddddoedeoedeoedeoededdddddoedeoededdeedeFeliFelieliFeFeFeFeFeliFeFeFeFeFeFFFFFF x Brxx Brx Brx Brx BrBrx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx BroooooooooⒸ Felix Broede

2011年公演より

Ⓒ Juliusz Multarzynski

★
界より』

ムラン★
ー管弦楽団

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ JJJuliJuliJuliJuliJuliJuliJuliJuJuliJuuliJuliJuliJuJuJuliuliJ uuuⒸ Juliusz Multarzynski Ⓒ Elizabeth Delage

逃し

演目

■出usz usz uszz usz usz MultMultMultMultMMultMM ltM ltMM ltMM arzyarzyarzyarzyrzyrzyyyyyyyyyynskinsnnsnsnsknskinskinskinsknsknsnsnsnskinsknsusz Multarzynski ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DeDeDeDeDeDeDeDeDeeDeeDeDeDeDeDelalagelagelagelageageageagelageagelageelagelageagelagelagelaglagelagelageElizElizElizElizElizElizEliz babetabetabetabetababetabetabetabetabetbebabetabeabetabetabetabetabeth Dh Dh Dh h h h h  h h h Dh Dh  h h Dh h Dh DⒸ Elizabeth Delage

F.デーレ＝宮川彬良 ： すみれの花咲く部屋～アンサンブル・ベガのテーマ～
シューベルト ： セレナーデ、楽興の時、山田耕筰 ： この道
大阪メドレー＜道頓堀行進曲～たそがれの御堂筋　ほか＞
ヴェルディ ： 行け、我が思いよ、金色の翼に乗って（歌劇『ナブッコ』より）　ほか

■ピアノ・トーク／宮川彬良（音楽監督、作・編曲）
■ヴァイオリン／辻井 淳、戸原 直
■ヴィオラ／馬渕昌子
■チェロ／近藤浩志
■コントラバス／新 眞二
■クラリネット／鈴木豊人
■ファゴット／星野則雄
■ホルン／池田重一
■構成・台本／響 敏也

Ⓒ Keiichi SutoⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KeiiKeiiKeK iiKeKeiiKeiiiiiiKeiiKeKeiiKeKeiichichchhhhhhhchi chichhhchi chchichih S tSutoSutoSutoSutoSutoSutoSutotttttSutSutoSutoSutoSutoSutoⒸ Keiichi Suto

ラスカトフ ： モーツァルトの生涯から５分間★
モーツァルト ： アダージョとフーガ、ヴァイオリン協奏曲 第3番★
　　　　　   ピアノ協奏曲 第12番、セレナーデ 第6番 「セレナータ・ノットゥルナ」★
★ クレーメル共演

■ヴァイオリン／ギドン・クレーメル
■ピアノ／リュカ・ドゥバルグ
■出演／クレメラータ・バルティカ



● 2018  1/5（金）11:30aｍ

大

大

● 2018  3/28（水）11:30aｍ/3:00pm

ワンコイン･
コンサート

北村 陽～あふれるチェロへの想い
きたむら よう

玉木 優～変幻自在のトロンボーン
たまき ゆう

小

小

世界音楽図鑑

大

大

大

※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 10月号は10/8（日）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～9/17（日）まで
　※9/11（月）除く

※9/9（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。

9/10（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

9月休館日

※9/10（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、9/12（火）より販売いたします。

大 小中

10/12（木）～14（土）
10/15（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

9/8（金）～9（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 017
NEWS

9
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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

Ⓒ MasayaTakagiⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MasaMasaMasaMasaMMMMasaMasaMasMasaMMasaMMasaMasaMasaMasaMasayaTayaTyaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTayaTyaTayaTayaTayaTay kagikagikagkagikagikagkagikagkagikagikagkagikagikagikagkagkagikagkagikagkagⒸ MasayaTakagi Ⓒ 大杉隼平ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉隼平大杉Ⓒ 大杉隼平 Ⓒ Keiichi SutoⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KeiiKeiiKeiiKKeiiKeKeiiKeiiKeiiKeKeKe chi hchi hchi chchichichhhchi hhchichihchch SutoSutoSutotttttttutoSutotSutotttutotⒸ Keiichi Suto

Ⓒ Damil KalogjeraDamiDamiDamDamDamDamDamDamDamDamiDamDamDamDamDamDamiDamDamiDam l Kal Ka KaKa KKl Ka Kal Kal Ka KaKal KaKa Kal Kal KaKaK logjlogjogjogjogjoglogogoglogogogjogjlogjogjogjogjlogjogogjlogjeraeraeraeraraeraeraererererarrⒸ Damil KalogjeraⒸ Felix Broede ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DDDDDDDDDDDⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ FeliFeliFeliFeFeFeFeFeliFeFeFeFeFeFeFFFF x Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx x Br Brx BrBrx BrBroeoeoeoeoeoeoeoedddddedeedeedeededdddddddedeedeⒸ Felix Broede

「管理人」は9/17（日）、
「アテネのタイモン」は10/14（土）一般発売。

10月発売予定
9/4（月）、11（月）、19（火）、25（月）

● 12/12（火）2:00pm柳家小三治・柳家三三 親子会

● 12/10（日）～12/24（日）（全7公演）Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

● 12/26（火）6:30pm
           27（水）11:00aｍ/4:00pm管理人

中

中

● 2018  1/5（金）～8（月・祝）アテネのタイモン 中

9
㈯

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55

PAC BRASS！（パック・ブラス） ● 12/9（土）2:00pm

● 2018  1/27（土）3:00pｍ

● 2018  1/3（水）3:00pｍ

8
㈮

先行予約
開 始

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ ニューイヤー・コンサート

● 2018  1/6（土）2:00pｍワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団
～ショパンと新世界～

大● 2018  2/10（土）4:00pｍクレーメル＆クレメラータ・バルティカ

● 12/31（日）3:00pmジルヴェスター・コンサート～ロマンティック・ガラ！

ブルガリアン・ヴォイス
アンジェリーテ

渡辺貞夫（アルトサックス）～リバップ ナイト～

アトリエ澤野スペシャル
エルマー・ブラス（ピアノ）トリオ

渡辺貞夫オリジナル曲ほか演奏予定

■アルトサックス／渡辺貞夫
■ピアノ／サイラス・チェスナット　
■ベース／クリストファー・トーマス
■ドラムス／ブライアン・ブレイド

9/9
（土）
先行予約
開始

Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

12 ⁄10（日）  5:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

洒脱な大人のための、年に1度のジャズの愉しみ
ジャズの多彩なスタイルのコンサートを7日間にわたりお聴きいただけるジャズ・
フェスティバル。お目当てのアーティストを毎年リピートするも良し、昨年とは違う
ジャンルを聴くも良し、はじめてジャズに挑戦するも良し！ジャズ・フェスティバルの
愉しみ方はひとつじゃない！お好みに合わせた12月のひとときを。

一流ジャズマンたちが憧れる存在、渡辺貞夫。毎年趣向を凝らしたクリスマス企画
で沸かせてくれる。今年はカルテットで、カリスマの音楽性がぎゅっと凝縮される！

北村英治（クラリネット）カルテット

ザ・クリスマスソング（トーメ）、ムーンライト・セレナーデ（ミラー）
ベニー・グッドマン メドレー　ほか（予定）

■クラリネット／北村英治
■ピアノ・ヴォーカル／高浜和英
■ベース／山口雄三
■ドラムス／八城邦義

12 ⁄17（日）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

現代を代表するジャズ・クラリネット奏者として世界に名を馳せる北村英治。米寿を
迎えてもなお衰えない暖かな音色と紳士的な人柄は、かけがえがない。

オールスター・ジャムセッション！
日本ジャズ界の巨匠たち

四月の思い出（デ・ポール）、バークス・ワークス（ガレスピー）
スピーク・ロウ（ヴァイル）　ほか（予定）

■ピアノ／エルマー・ブラス　■ベース／マーチン・ヤコノフスキ
■ドラムス／クリスチャン・シェーネフェルト

ラウンド・ミッドナイト（モンク）、リカード・ボサ・ノヴァ（フェレイラ）
カンタロープ・アイランド（ハンコック）
イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スプリング（ロジャース）　ほか（予定）

■テナーサックス／峰 厚介
■トロンボーン／向井滋春
■トランペット／原 朋直
■ピアノ／野力奏一
■ベース／鈴木良雄
■ドラムス／村上 寛

12 ⁄15（金）  7:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

雑味がなく、シンプル。誰の耳にも心地よい正統派のジャズ。ヨーロピアン・ジャズの
人気レーベル澤野工房のニュースターが、ドイツより登場！

モダン・ジャズのトップスターが、当フェスティバルをきっかけに結成したスペシャル・
ユニット。ジャズならではの即興の妙を味わうならこちら！

12 ⁄16（土）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

小曽根真 featuring No Name Horses

曲目は当日のお楽しみ！

■ピアノ／小曽根 真
■トランペット／エリック宮城
■トロンボーン／中川英二郎
■サックス／近藤和彦
■ドラムス／高橋信之介　ほか

12 ⁄22（金）  7:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

神戸出身、ジャズシーンを牽引するピアニスト小曽根真が率いるビッグバンドが、
待望の登場！メンバーは日本を代表するジャズマンばかり。大迫力、間違いなし！

アン・サリー クリスマス・コンサート

聖者の行進、スマイル、クリスマスソング　ほか

■ヴォーカル／アン・サリー
■ピアノ／小林 創
■トランペット／飯田玄彦
■ベース／荒井健太郎
■ドラムス／蓑宮俊介

12 ⁄23（土・祝）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

深みのあるジャズ・ヴォイスと自然体のパフォーマンスで人気のアン・サリー。多忙な
彼女の関西での貴重な公演。冬のひとときにほっこり暖まる癒しのときを。

アロージャズオーケストラ＆東京キューバンボーイズ

ペレス・プラード＆グレン・ミラー メドレー
クリスマスソング、ベサメムーチョ　ほか（予定）

■出演／アロージャズオーケストラ
　　　　見砂和照と東京キューバンボーイズ

12 ⁄24（日）  4:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

ジャズVSラテン、東西の名門ビッグバンドによる大バトル！華麗なスウィングと情熱
のマンボでボリューム満点。これを聴かなきゃ今年は終われない！

2016年公演より

2014年公演より

2015年公演より

2015年公演より

Ⓒ 大杉隼平

ほか

（金）金金
7:00pm
4,000 C ￥3,000 D ￥2,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 大大大大大大 大杉隼 大杉隼 大杉隼 大杉隼大大大大大杉大杉隼 大杉隼大杉隼 大杉隼 大杉隼隼 大杉隼大杉隼大大大大大大杉大杉隼杉隼大杉隼大大杉隼大杉隼隼隼大大杉隼大大大大杉大杉隼隼大杉隼隼隼隼平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平Ⓒ 大杉隼平

ノ ー ネ ー ム・ホ ー セ ズ


