
ジルヴェスター・ミュージカル・コンサート
プログラム＆出演者決定！

金曜夜だけのとっておき
Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

※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 12月号は12/3（月）頃までにお届けする予定です。

※引取り期間は窓口が大変混雑いたします。予めご了承ください。
※セブンイレブン 予約日～4日目9:00pmまで

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

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）

11/17（土）10:00am～5:00pm受付分 
発送手数料500円
※11/17（土)5:00pm以降予約受付分はおまとめサービス対象外です。

発送手数料おまとめサービス

※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。

芸術文化センター 検 索

2018

NEWS 11先行予約会員

11/18（日） 一般発売

ご予約・お問合せ

先行予約チケットの窓口引取り期間

先行予約受付分チケットをまとめて発送！

11月休館日
11/5（月）、12（月）、19（月）、26（月）

~11/25（日） ※11/19（月）除く

小中

※発売初日は総合カウンターでの直接購入は出来ません。
　残席がある場合のみ、11/20（火）より販売いたします。

12月発売予定
12/8（土）    　　　   、12/9（日） 先行予約 一般発売

大

※「チャイメリカ」は12/2（日）、「イヴ・サンローラン」は12/9（日）、
　「熱帯樹」は12/16（日）一般発売。

チケットのお申込方法について☆ご予約前にお読みください☆

i

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。

インターネット予約

0798-68-0255
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

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。

芸術文化センター 2階 総合カウンター窓口販売（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。

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。

ご注意！！

キャストは計８名！佐渡裕プロデュースオペラに登場し絶賛を博した2人の歌手を
海外から招聘するほか、国内からはオペラからミュージカルまで歌いこなすソプ
ラノ・鵜木絵里、さらに山本康寛・近藤圭・小林啓倫ほかフレッシュな男声陣の出演が
決定！豪華歌手陣が、ソロ、アンサンブル曲と多彩なナンバーをお届けします！ 

街がイルミネーションに彩られる12月に、夜のジャズ・ライブはいかがですか？
「夜は寒いし、何かと落ち着かない…」と敬遠していてはもったいない！ここで、夜
にこそ楽しみたい大人のための2公演をご紹介。「昔はよくジャズを聴きに出掛
けた」という方にも、「ジャズを聴いてみたいけど、何を聴いたらよいか分からな
い」という方にも、「これぞ、ジャズ！」というべき巨匠たちのライブで、特別な夜を
お贈りします。

オールスター・ジャムセッション！～J.マスターズwith寺久保エレナ
巨匠たちのクールな演奏が聴けるセッション！ジャズの醍醐味である即興演奏を
存分に味わえるので、初めてジャズを聴く方にもお薦めです。楽曲も大人の夜ら
しいムーディーなナンバーで。次代の巨星・寺久保エレナにも注目！天才サックス
奏者の軌跡は、同封のインタビューをご覧ください。「オン・ザ・タウン」より　

ニューヨーク・ニューヨーク／ぼくがぼくでよかった
料理も得意よ／タイムズ・スクエア
「キャンディード」より
序曲／影響されやすいの
「ウエスト・サイド・ストーリー」より
マンボ／アメリカ／マリア／トゥナイト（五重唱）
★聴きどころ① サンドラ・ピケス・エディが歌う迫力の “アメリカ”は必聴！！

♪枯葉、黒いオルフェ、チュニジアの夜　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／奥平真吾
■アルトサックス／寺久保エレナ

毎年大人気、大晦日のジルヴェスター・コンサートのプログラム
詳細と出演者が決定しました！

「王様と私」より　序曲／木陰でキスを
「サウンド・オブ・ミュージック」より　ドレミの歌／エーデルワイス
「ガイズ＆ドールズ」より　古い顔の老舗／運命よ、淑女であれ
「マイ・フェア・レディ」より　君の住む街角／踊り明かそう
「ア・リトル・ナイト・ミュージック」より　悲しみのクラウン　ほか予定　
★聴きどころ② 男声4人のアンサンブルがカッコいい！
宝塚歌劇でもお馴染み「ガイズ＆ドールズ」のナンバーに注目！

さらに詳しく→同封の「ジルヴェスター・ニュース」をチェック！

生誕100年 バーンスタイン特集！

ブロードウェイ名曲集！

渡辺貞夫（アルトサックス） クリスマス・ドリームズ
他の追随を許さない渡辺貞夫。85歳とは思えない美しいサックスの音色と、
エネルギー溢れる演奏は常に感動を与えてくれます。今回は総勢20名の弦楽
アンサンブルとともに、しっとりと響き豊かなジャズを聴かせてくれることで
しょう。

♪ジャズ・スタンダード曲、渡辺貞夫オリジナル曲を演奏

■アルトサックス／渡辺貞夫
■ピアノ／ラッセル・フェランテ
■ベース／ベン・ウィリアムス
■ドラムス／ピーター・アースキン
■弦楽アンサンブル／押鐘貴之ストリングス

12 ⁄7
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

（金）
  7:00pm

総勢８名のキャストが繰り出す多彩なナンバー！

ミュージカルの名曲がずらり！ここはブロードウェイ！
バーンスタイン生誕100年を記念した特集に、ロジャース＆ハマースタインほか
ミュージカルの巨匠達の傑作がずらり！ブロードウェイの黄金時代へ、いざ！

サンドラ・ピケス・エディ ピーター・カーク 鵜木絵里 山本康寛

近藤 圭 小林啓倫 畠中海央 糀谷栄里子
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12 ⁄21
A ￥5,000　B ￥4,000

（金）
  7:00pm

Ⓒ Yasuhisa Yoneda

12 ⁄21
A ￥5,000 B ￥4,0

（金）金金
7:00
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日本初演！社会派現代戯曲に田中圭が挑む！
2014年のオリヴィエ賞をはじめ5部門に輝いた、まさに今をとらえた戯曲が日本初
演。主演を務めるのは、当センターにて「僕だってヒーローになりたかった」「サメと
泳ぐ」で鮮烈な演技を印象付けた田中圭。日本を代表する演出家、栗山民也のもと、
運命のうねりにのみこまれていく人々を描きます。

3⁄2（土）
  1:00pm/6:00pm・3（日）

  12:00pm/5:00pm
全席指定 ￥9,800

■作／ルーシー・カークウッド
■翻訳／小田島則子
■演出／栗山民也
■出演／田中 圭、満島真之介
　　　　 倉科カナ、眞島秀和　ほか

11/17
（土）
先行予約
開始

タンゴシリーズに相応しい豪華アーティストが集結！

ドラマチック・タンゴ
「偉大なる歴史(グラン・ヒストリア)」

11/17
（土）
先行予約
開始

世界的な大ヒットとなったタンゴショー「フォーエバー・タンゴ」で活躍したフェル
ナンド・マルサン率いる「フェルナンド・マルサン・セステート楽団」が出演。歌手（男女
各１名）、さらにダンサー陣４組が加わる豪華なステージをお楽しみください。

甦る、モーツァルトの生きた時代の音色

延原武春指揮
テレマン室内オーケストラ

オール・モーツァルト・プログラム
交響曲 第23番
ピアノ協奏曲 第9番「ジュノーム」　
交響曲 第41番「ジュピター」

■指揮／延原武春
■フォルテピアノ／高田泰治
■管弦楽／テレマン室内オーケストラ

11/17
（土）
先行予約
開始

延原武春率いるテレマン室内オーケストラが今回お送りするのはオール・モーツァ
ルト・プログラム。クラシカル楽器を用いて、モーツァルトの生きた時代の音色をお届け
します。古楽界若手のホープ、高田泰治が奏でるフォルテピアノの繊細で豊かな演奏
にもご期待ください。

チャイメリカ

2 ⁄6（水）
  2:30pm/6:30pm

S ￥6,500　A ￥6,000

三島由紀夫の傑作を旬の演出家・俳優で
愛と憎しみが錯綜する家族模様を描いたギリシア悲劇的な物語で、ヨーロッパでも
人気が高い三島由紀夫の名作「熱帯樹」。注目の演出家・小川絵梨子により新しく
息吹きます。ドラマに映画に大活躍中の林遣都が当センターに初登場、ご期待くだ
さい。

3⁄12（火）
  6:30pm・13（水）

  1:00pm
全席指定 ￥7,800

■作／三島由紀夫
■演出／小川絵梨子
■出演／林 遣都、岡本 玲、栗田桃子、鶴見辰吾、中嶋朋子

11/17
（土）
先行予約
開始

熱帯樹

（水）
  2:00pm3⁄6

A ￥4,000　B ￥3,000

春の午後、ドイツのロマン、フランスの洗練

春のオーボエ・トリオ
シェレンベルガーと仲間たち

シューマン：カノン形式の6つの練習曲、3つのロマンス op.94、幻想小曲集 op.73
ジョリヴェ：オーボエとファゴットのためのソナチネ
サン＝サーンス：ファゴット・ソナタ、オーボエ・ソナタ
プーランク：オーボエ、ファゴットとピアノのための三重奏曲

11/17
（土）
先行予約
開始

長年ベルリン・フィルのソロ・オーボエ奏者として活躍したシェレンベルガー。今回はロイヤル・コンセ
ルトヘボウ管首席ファゴット奏者ヌニェスと、特に室内楽で引く手数多のピアニスト津田裕也という
珍しい編成で。シューマンの優しいメロディとフランスの色彩感を甘いオーボエの音色で紡ぎます。

（火）
  2:00pm3⁄19

A ￥3,000　B ￥2,000

東京バレエ団、満を持しての豪華な「海賊」

東京バレエ団「海賊」（全3幕）

■復元振付／アンナ=マリー・ホームズ
　　　　　　（マリウス・プティパ、コンスタンチン・セルゲイエフに基づく）
■音楽／アドルフ・アダン、リッカルド・ドリゴ　ほか
■出演／東京バレエ団　※詳細は同封のチラシをご覧ください。

11/17
（土）
先行予約
開始

日本を代表するバレエ団が来春、「海賊」を新制作！ミラノ・スカラ座バレエ団で上演
された舞台を使用し、輝かしくスペクタクル感あふれる「海賊」をお贈りします。ご期待
ください。

（土）
  3:00pm3⁄23

※料金の詳細は同封のチラシをご覧ください。一般発売：12/2（日）

一般発売：12/16（日）

ね い ろ

世界が注目するヴァイオリニスト アリーナ率いる
新・時代の弦楽四重奏
「エっ!?」と驚いた衝撃の芸文初登場から３年。帰って来た4人の若い音楽家たち。
ウィーン駐在のロシア大使、ラズモフスキー伯爵に捧げられた、ベートーヴェンの
傑作を含む３つの作品が、驚異のアンサンブルによって奏でられます。

4⁄27（土）
  2:00pm

A ￥4,000　B ￥3,000

11/17
（土）
先行予約
開始

イヴ・サンローランの華麗な人生の光と影を描くミュージカル！

ミュージカル

イヴ・サンローラン

■作・演出／荻田浩一
■音楽／斉藤恒芳
■出演／東山義久・海宝直人（Ｗキャスト）
　　　　伊東弘美、皆本麻帆
　　　　大山真志、川原一馬
　　　　神田恭兵、奥田 努、和田泰右
　　　　青木 謙、RIHITO、中塚皓平
　　　　橋田 康、小野沢 蛍
　　　　安寿ミラ

11/17
（土）
先行予約
開始

フランスを代表する伝説のファッションデザイナー イヴ・サンローラン。彼の切なく
も美しい人生を、ファンタジックに、そしてドラマチックに描くミュージカルを、荻田
浩一の演出で上演！類い稀なる身体能力で魅了する東山義久と、圧倒的な歌唱力を
持つ海宝直人がＷキャストで演じます。

渾身のベートーヴェン・ソナタ集 堂々完結！

郷古 廉
ヴァイオリン・リサイタル 

オール・ベートーヴェン・プログラム
ヴァイオリン・ソナタ 第9番「クロイツェル」
ヴァイオリン・ソナタ 第10番

■ヴァイオリン／郷古 廉
■ピアノ／加藤洋之 

11/17
（土）
先行予約
開始

次代を担う才能、郷古廉（ヴァイオリン）によるベートーヴェン・ソナタ集（第3回）、
ついにクライマックス！古今のヴァイオリン・ソナタの最高傑作とされる第９番「クロイ
ツェル・ソナタ」に挑みます。ご期待ください。

キアロスクーロ・カルテット

3 ⁄26（火）
  11:30am ★東山義久/5:00pm ◆海宝直人

A ￥9,800　B ￥6,800

ついに大曲「ハンマークラヴィア」に挑む
西宮出身・河村尚子がベートーヴェンのピアノ･ソナタに挑むプロジェクト。プロ
ジェクト開始前に、河村が「苦労しそうだが特に取り組みたい挑戦したい曲」として
挙げた『ハンマークラヴィア』がついに登場。小空間に満ちる圧倒的で壮大なソナタ。
それは濃密で至高の時間。

4⁄28（日）
  2:00pm・29（月・祝）

  7:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

11/17
（土）
先行予約
開始

河村尚子 ピアノ・リサイタル
「ベートーヴェン紀行」 第３回

（日）
  2:00pm4⁄7

A ￥3,000　B ￥2,000

落語の鬼才2人が火花を散らす！

桂 雀 ・々立川志らく 東西会

演目は当日のお楽しみ

■出演／桂 雀々、立川志らく

11/17
（土）
先行予約
開始

一昨年芸暦四十周年を迎えた浪速の爆笑王・桂雀々と、談志イズムを継承する進化系
落語家・立川志らくによる熱い東西会が幕を開けます！お互いの師匠のDNAを
受け継ぐ2人。枝雀ワールド、談志の世界がぶつかり合う競演にご期待ください！

4 ⁄7（日）
  1:00pm

全席指定 ￥4,000

ⒸHisao Suzuki

スク ロ カルテ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHHisaHisaHisao o Suo Suo Suo o Suo Suo Suo Suo Suo Suo Suo Suo SuSuo Suo o Suo Suo SuSu kukizukikkkkkkkkkkzukiⒸHisao Suzuki
Brescia e AmisanoⒸTeatro alla Scala（土）

3:00pm23
詳細は同封のチラシをご覧ください。

BresBresBresBresresrereresrereresBresBresres iciaicia iciaiiciacia cia ciaciaiciacia acia ciaciai e Ae Ae Ame Ame Ame Ame Ame Ame Ame Ame AmAe Ame Ame Ae Ame Ame Ame Ame Ame AmisanisansanooooooooⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸTeatTeatTeaTeattTeatTeatTeatTeattTeatTeaTeaTeatTeatTe ro aro aro aro aro aro aroro oro aro aro aro ro ro aro allllaaa allaa aa ScaScaScalScalcaScalcacaca aaBrescia e AmisanoⒸTeatro alla Scala

Ⓒ Eva Vermandel

）
00pm
￥3,000

尚子ピアノ・リサ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ EvaEvaEvaEvaEvaEvaEva Eva EvaEvaEva EvEvaEvaEvaEvaEvaEvaEvEvEva VeV V VerVerVer Ver Ver VerVVerVer Ver Ver VerVer VerVVer VerVer ddddddddmandmandmandddmandmandmandmanddmandeleleⒸ Eva Vermandel

Ⓒ Marco Borggreve

（月・祝）
7:00pm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarMarMarMarMar Mar MarMarMarMarMararMarMarMar MarMarMarMarMarco Bcoco co coo coco Bco Bco Bco Bco Bco co Bcoco coco Bco Bco orggorggorggorggorggorgorggororrororrr revereverevrevreverevrevrrrrrrⒸ Marco Borggreve

■オーボエ／ハンスイェルク・シェレンベルガー
■ファゴット／グスターボ・ヌニェス
■ピアノ／津田裕也

Ⓒ野村誠一

m・13（水）水水
 31:00pm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 村誠一野村誠一村誠一野村誠一村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠村誠一村誠一村誠一野村野村誠一野村誠一村誠一Ⓒ野村誠一

ⒸYusei FukuyamaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸYuseYuseYusYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYusYusei Fui Fui FuFuFFuFFuFuFuFuFuFuFuFui Fu FuFuFuFuFukuyakuyakuyakuyakuyakkuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyauyakuyakuyakuyakuyauykuyakuy mamamaⒸYusei Fukuyama

Ⓒ吉井 明

3⁄12（火
 2 6:

全席指定 ￥7 80

火）
:30pm
0

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ吉井 吉井 明吉井 明吉井 明吉井 明吉井 明吉井 井 明井井 明井 井 井 明吉井 明井 明井 井 井 井井 明井 Ⓒ吉井 明

オール・ベートーヴェン・プログラム
ピアノ・ソナタ 第27番
 第26番「告別」
 第29番「ハンマークラヴィア」

■ピアノ／河村尚子

一般発売：12/9（日）

バッハ：「フーガの技法」より抜粋、シューマン：弦楽四重奏曲 第1番 
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第7番「ラズモフスキー第1番」

■ヴァイオリン／アリーナ・イブラギモヴァ、パブロ・エルナン・ベネディ
■ヴィオラ／エミリエ・ヘーンルント
■チェロ／クレール・ティリオン

■出演／フェルナンド・マルサン・セステート楽団　ほか



ⒸGerhard WinklerⒸⒸⒸⒸⒸ hGerhGerhGerhGerhGerhGerhGerherherrhhhhhherGerherhard ard ard ardard ardardardardardrd ardardard ard dardardardardard WinkWinkWinkWinkWinkWinWinkWinkWinkWinWinWinWWinkWinkWinkWinWinkWinkWink erlererererrererererererererererererlerⒸGerhard Winkler ⒸChristine FiedlerⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸChrChrChriChriChriChrChChrChrhChrChrChrChriChrChrChrChChChrChr stintiiiiiiistinstinstinstinstintitistintitistine e Fe Fe Fe Fe Fie Fie Fie Fe Fee Fie Fie Fe Fe Fe Fe Fe Fe dldldldldldldledleedleedleedledledledldldledleedledldldl rrrrrrrrrrrrrrrrrrⒸChristine Fiedler

日本初演！社会派現代戯曲に田中圭が挑む！
2014年のオリヴィエ賞をはじめ5部門に輝いた、まさに今をとらえた戯曲が日本初
演。主演を務めるのは、当センターにて「僕だってヒーローになりたかった」「サメと
泳ぐ」で鮮烈な演技を印象付けた田中圭。日本を代表する演出家、栗山民也のもと、
運命のうねりにのみこまれていく人々を描きます。

3⁄2（土）
  1:00pm/6:00pm・3（日）

  12:00pm/5:00pm
全席指定 ￥9,800

■作／ルーシー・カークウッド
■翻訳／小田島則子
■演出／栗山民也
■出演／田中 圭、満島真之介
　　　　 倉科カナ、眞島秀和　ほか

11/17
（土）
先行予約
開始

タンゴシリーズに相応しい豪華アーティストが集結！

ドラマチック・タンゴ
「偉大なる歴史(グラン・ヒストリア)」

11/17
（土）
先行予約
開始

世界的な大ヒットとなったタンゴショー「フォーエバー・タンゴ」で活躍したフェル
ナンド・マルサン率いる「フェルナンド・マルサン・セステート楽団」が出演。歌手（男女
各１名）、さらにダンサー陣４組が加わる豪華なステージをお楽しみください。

甦る、モーツァルトの生きた時代の音色

延原武春指揮
テレマン室内オーケストラ

オール・モーツァルト・プログラム
交響曲 第23番
ピアノ協奏曲 第9番「ジュノーム」　
交響曲 第41番「ジュピター」

■指揮／延原武春
■フォルテピアノ／高田泰治
■管弦楽／テレマン室内オーケストラ

11/17
（土）
先行予約
開始

延原武春率いるテレマン室内オーケストラが今回お送りするのはオール・モーツァ
ルト・プログラム。クラシカル楽器を用いて、モーツァルトの生きた時代の音色をお届け
します。古楽界若手のホープ、高田泰治が奏でるフォルテピアノの繊細で豊かな演奏
にもご期待ください。

チャイメリカ

2 ⁄6（水）
  2:30pm/6:30pm

S ￥6,500　A ￥6,000

三島由紀夫の傑作を旬の演出家・俳優で
愛と憎しみが錯綜する家族模様を描いたギリシア悲劇的な物語で、ヨーロッパでも
人気が高い三島由紀夫の名作「熱帯樹」。注目の演出家・小川絵梨子により新しく
息吹きます。ドラマに映画に大活躍中の林遣都が当センターに初登場、ご期待くだ
さい。

3⁄12（火）
  6:30pm・13（水）

  1:00pm
全席指定 ￥7,800

■作／三島由紀夫
■演出／小川絵梨子
■出演／林 遣都、岡本 玲、栗田桃子、鶴見辰吾、中嶋朋子

11/17
（土）
先行予約
開始

熱帯樹

（水）
  2:00pm3⁄6

A ￥4,000　B ￥3,000

春の午後、ドイツのロマン、フランスの洗練

春のオーボエ・トリオ
シェレンベルガーと仲間たち

シューマン：カノン形式の6つの練習曲、3つのロマンス op.94、幻想小曲集 op.73
ジョリヴェ：オーボエとファゴットのためのソナチネ
サン＝サーンス：ファゴット・ソナタ、オーボエ・ソナタ
プーランク：オーボエ、ファゴットとピアノのための三重奏曲

11/17
（土）
先行予約
開始

長年ベルリン・フィルのソロ・オーボエ奏者として活躍したシェレンベルガー。今回はロイヤル・コンセ
ルトヘボウ管首席ファゴット奏者ヌニェスと、特に室内楽で引く手数多のピアニスト津田裕也という
珍しい編成で。シューマンの優しいメロディとフランスの色彩感を甘いオーボエの音色で紡ぎます。

（火）
  2:00pm3⁄19

A ￥3,000　B ￥2,000

東京バレエ団、満を持しての豪華な「海賊」

東京バレエ団「海賊」（全3幕）

■復元振付／アンナ=マリー・ホームズ
　　　　　　（マリウス・プティパ、コンスタンチン・セルゲイエフに基づく）
■音楽／アドルフ・アダン、リッカルド・ドリゴ　ほか
■出演／東京バレエ団　※詳細は同封のチラシをご覧ください。

11/17
（土）
先行予約
開始

日本を代表するバレエ団が来春、「海賊」を新制作！ミラノ・スカラ座バレエ団で上演
された舞台を使用し、輝かしくスペクタクル感あふれる「海賊」をお贈りします。ご期待
ください。

（土）
  3:00pm3⁄23

※料金の詳細は同封のチラシをご覧ください。一般発売：12/2（日）

一般発売：12/16（日）

ね い ろ

世界が注目するヴァイオリニスト アリーナ率いる
新・時代の弦楽四重奏
「エっ!?」と驚いた衝撃の芸文初登場から３年。帰って来た4人の若い音楽家たち。
ウィーン駐在のロシア大使、ラズモフスキー伯爵に捧げられた、ベートーヴェンの
傑作を含む３つの作品が、驚異のアンサンブルによって奏でられます。

4⁄27（土）
  2:00pm

A ￥4,000　B ￥3,000

11/17
（土）
先行予約
開始

イヴ・サンローランの華麗な人生の光と影を描くミュージカル！

ミュージカル

イヴ・サンローラン

■作・演出／荻田浩一
■音楽／斉藤恒芳
■出演／東山義久・海宝直人（Ｗキャスト）
　　　　伊東弘美、皆本麻帆
　　　　大山真志、川原一馬
　　　　神田恭兵、奥田 努、和田泰右
　　　　青木 謙、RIHITO、中塚皓平
　　　　橋田 康、小野沢 蛍
　　　　安寿ミラ

11/17
（土）
先行予約
開始

フランスを代表する伝説のファッションデザイナー イヴ・サンローラン。彼の切なく
も美しい人生を、ファンタジックに、そしてドラマチックに描くミュージカルを、荻田
浩一の演出で上演！類い稀なる身体能力で魅了する東山義久と、圧倒的な歌唱力を
持つ海宝直人がＷキャストで演じます。

渾身のベートーヴェン・ソナタ集 堂々完結！

郷古 廉
ヴァイオリン・リサイタル 

オール・ベートーヴェン・プログラム
ヴァイオリン・ソナタ 第9番「クロイツェル」
ヴァイオリン・ソナタ 第10番

■ヴァイオリン／郷古 廉
■ピアノ／加藤洋之 

11/17
（土）
先行予約
開始

次代を担う才能、郷古廉（ヴァイオリン）によるベートーヴェン・ソナタ集（第3回）、
ついにクライマックス！古今のヴァイオリン・ソナタの最高傑作とされる第９番「クロイ
ツェル・ソナタ」に挑みます。ご期待ください。

キアロスクーロ・カルテット

3 ⁄26（火）
  11:30am ★東山義久/5:00pm ◆海宝直人

A ￥9,800　B ￥6,800

ついに大曲「ハンマークラヴィア」に挑む
西宮出身・河村尚子がベートーヴェンのピアノ･ソナタに挑むプロジェクト。プロ
ジェクト開始前に、河村が「苦労しそうだが特に取り組みたい挑戦したい曲」として
挙げた『ハンマークラヴィア』がついに登場。小空間に満ちる圧倒的で壮大なソナタ。
それは濃密で至高の時間。

4⁄28（日）
  2:00pm・29（月・祝）

  7:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

11/17
（土）
先行予約
開始

河村尚子 ピアノ・リサイタル
「ベートーヴェン紀行」 第３回

（日）
  2:00pm4⁄7

A ￥3,000　B ￥2,000

落語の鬼才2人が火花を散らす！

桂 雀 ・々立川志らく 東西会

演目は当日のお楽しみ

■出演／桂 雀々、立川志らく

11/17
（土）
先行予約
開始

一昨年芸暦四十周年を迎えた浪速の爆笑王・桂雀々と、談志イズムを継承する進化系
落語家・立川志らくによる熱い東西会が幕を開けます！お互いの師匠のDNAを
受け継ぐ2人。枝雀ワールド、談志の世界がぶつかり合う競演にご期待ください！

4 ⁄7（日）
  1:00pm

全席指定 ￥4,000

ⒸHisao Suzuki

スク ロ カルテ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHisaHHisaHisaHisao o Suo Suo Suo o Suo Suo Suo Suo Suo Suo Suo Suo SuSuo Suo o Suo Suo SuSu kukizukikkkkkkkkkkzukiⒸHisao Suzuki
Brescia e AmisanoⒸTeatro alla Scala（土）

3:00pm23
詳細は同封のチラシをご覧ください。
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Ⓒ Eva Vermandel

）
00pm
￥3,000

尚子ピアノ・リサ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ EvaEvaEvaEvaEvaEvaEva Eva EvaEvaEva EvEvaEvaEvaEvaEvaEvaEvEvEva VeV V VerVerVer Ver Ver VerVVerVer Ver Ver VerVer VerVVer VerVer ddddddddmandmandmandddmandmandmandmanddmandeleleⒸ Eva Vermandel

Ⓒ Marco Borggreve

（月・祝）
7:00pm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarMarMarMarMar Mar MarMarMarMarMararMarMarMar MarMarMarMarMarco Bcoco co coo coco Bco Bco Bco Bco Bco co Bcoco coco Bco Bco orggorggorggorggorggorgorggororrororrr revereverevrevreverevrevrrrrrrⒸ Marco Borggreve

■オーボエ／ハンスイェルク・シェレンベルガー
■ファゴット／グスターボ・ヌニェス
■ピアノ／津田裕也

Ⓒ野村誠一

m・13（水）水水
 31:00pm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 村誠一野村誠一村誠一野村誠一村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠一野村誠村誠一村誠一村誠一野村野村誠一野村誠一村誠一Ⓒ野村誠一

ⒸYusei FukuyamaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸYuseYuseYusYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYuseYusYusei Fui Fui FuFuFFuFFuFuFuFuFuFuFuFui Fu FuFuFuFuFukuyakuyakuyakuyakuyakkuyakuyakuyakuyakuyakuyakuyauyakuyakuyakuyakuyauykuyakuy mamamaⒸYusei Fukuyama

Ⓒ吉井 明

3⁄12（火
 2 6:

全席指定 ￥7 80

火）
:30pm
0

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ吉井 吉井 明吉井 明吉井 明吉井 明吉井 明吉井 井 明井井 明井 井 井 明吉井 明井 明井 井 井 井井 明井 Ⓒ吉井 明

オール・ベートーヴェン・プログラム
ピアノ・ソナタ 第27番
 第26番「告別」
 第29番「ハンマークラヴィア」

■ピアノ／河村尚子

一般発売：12/9（日）

バッハ：「フーガの技法」より抜粋、シューマン：弦楽四重奏曲 第1番 
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲 第7番「ラズモフスキー第1番」

■ヴァイオリン／アリーナ・イブラギモヴァ、パブロ・エルナン・ベネディ
■ヴィオラ／エミリエ・ヘーンルント
■チェロ／クレール・ティリオン

■出演／フェルナンド・マルサン・セステート楽団　ほか



ジルヴェスター・ミュージカル・コンサート
プログラム＆出演者決定！

金曜夜だけのとっておき
Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

※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 12月号は12/3（月）頃までにお届けする予定です。

※引取り期間は窓口が大変混雑いたします。予めご了承ください。
※セブンイレブン 予約日～4日目9:00pmまで

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

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）

11/17（土）10:00am～5:00pm受付分 
発送手数料500円
※11/17（土)5:00pm以降予約受付分はおまとめサービス対象外です。

発送手数料おまとめサービス

※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。

芸術文化センター 検 索

2018

NEWS 11先行予約会員

11/18（日） 一般発売

ご予約・お問合せ

先行予約チケットの窓口引取り期間

先行予約受付分チケットをまとめて発送！

11月休館日
11/5（月）、12（月）、19（月）、26（月）

~11/25（日） ※11/19（月）除く

小中

※発売初日は総合カウンターでの直接購入は出来ません。
　残席がある場合のみ、11/20（火）より販売いたします。

12月発売予定
12/8（土）    　　　   、12/9（日） 先行予約 一般発売

大

※「チャイメリカ」は12/2（日）、「イヴ・サンローラン」は12/9（日）、
　「熱帯樹」は12/16（日）一般発売。

チケットのお申込方法について☆ご予約前にお読みください☆

i

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。

インターネット予約

0798-68-0255
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

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。

芸術文化センター 2階 総合カウンター窓口販売（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。

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。

ご注意！！

キャストは計８名！佐渡裕プロデュースオペラに登場し絶賛を博した2人の歌手を
海外から招聘するほか、国内からはオペラからミュージカルまで歌いこなすソプ
ラノ・鵜木絵里、さらに山本康寛・近藤圭・小林啓倫ほかフレッシュな男声陣の出演が
決定！豪華歌手陣が、ソロ、アンサンブル曲と多彩なナンバーをお届けします！ 

街がイルミネーションに彩られる12月に、夜のジャズ・ライブはいかがですか？
「夜は寒いし、何かと落ち着かない…」と敬遠していてはもったいない！ここで、夜
にこそ楽しみたい大人のための2公演をご紹介。「昔はよくジャズを聴きに出掛
けた」という方にも、「ジャズを聴いてみたいけど、何を聴いたらよいか分からな
い」という方にも、「これぞ、ジャズ！」というべき巨匠たちのライブで、特別な夜を
お贈りします。

オールスター・ジャムセッション！～J.マスターズwith寺久保エレナ
巨匠たちのクールな演奏が聴けるセッション！ジャズの醍醐味である即興演奏を
存分に味わえるので、初めてジャズを聴く方にもお薦めです。楽曲も大人の夜ら
しいムーディーなナンバーで。次代の巨星・寺久保エレナにも注目！天才サックス
奏者の軌跡は、同封のインタビューをご覧ください。「オン・ザ・タウン」より　

ニューヨーク・ニューヨーク／ぼくがぼくでよかった
料理も得意よ／タイムズ・スクエア
「キャンディード」より
序曲／影響されやすいの
「ウエスト・サイド・ストーリー」より
マンボ／アメリカ／マリア／トゥナイト（五重唱）
★聴きどころ① サンドラ・ピケス・エディが歌う迫力の “アメリカ”は必聴！！

♪枯葉、黒いオルフェ、チュニジアの夜　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／奥平真吾
■アルトサックス／寺久保エレナ

毎年大人気、大晦日のジルヴェスター・コンサートのプログラム
詳細と出演者が決定しました！

「王様と私」より　序曲／木陰でキスを
「サウンド・オブ・ミュージック」より　ドレミの歌／エーデルワイス
「ガイズ＆ドールズ」より　古い顔の老舗／運命よ、淑女であれ
「マイ・フェア・レディ」より　君の住む街角／踊り明かそう
「ア・リトル・ナイト・ミュージック」より　悲しみのクラウン　ほか予定　
★聴きどころ② 男声4人のアンサンブルがカッコいい！
宝塚歌劇でもお馴染み「ガイズ＆ドールズ」のナンバーに注目！

さらに詳しく→同封の「ジルヴェスター・ニュース」をチェック！

生誕100年 バーンスタイン特集！

ブロードウェイ名曲集！

渡辺貞夫（アルトサックス） クリスマス・ドリームズ
他の追随を許さない渡辺貞夫。85歳とは思えない美しいサックスの音色と、
エネルギー溢れる演奏は常に感動を与えてくれます。今回は総勢20名の弦楽
アンサンブルとともに、しっとりと響き豊かなジャズを聴かせてくれることで
しょう。

♪ジャズ・スタンダード曲、渡辺貞夫オリジナル曲を演奏

■アルトサックス／渡辺貞夫
■ピアノ／ラッセル・フェランテ
■ベース／ベン・ウィリアムス
■ドラムス／ピーター・アースキン
■弦楽アンサンブル／押鐘貴之ストリングス

12 ⁄7
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

（金）
  7:00pm

総勢８名のキャストが繰り出す多彩なナンバー！

ミュージカルの名曲がずらり！ここはブロードウェイ！
バーンスタイン生誕100年を記念した特集に、ロジャース＆ハマースタインほか
ミュージカルの巨匠達の傑作がずらり！ブロードウェイの黄金時代へ、いざ！

サンドラ・ピケス・エディ ピーター・カーク 鵜木絵里 山本康寛

近藤 圭 小林啓倫 畠中海央 糀谷栄里子
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ⒸKlara Beck
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A ￥5,000　B ￥4,000

（金）
  7:00pm

Ⓒ Yasuhisa Yoneda
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A ￥5,000 B ￥4,0

（金）金金
7:00
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