
※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 3月号は3/12（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～3/4（日）まで
　※2/26（月）除く

※2/24（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。

2/25（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

2月休館日

※2/25（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、2/27（火）より販売いたします。

3/16（金）～17（土）
3/18（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

2/22（木）～24（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料
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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

Ⓒ DanielaSchmitterⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DaniDanDanDDanDanDanDaniDanDanDaDanDanDanDanDanDaDanD elaSl Slllll Sl SlelaSelaSll Sl SSl SllelaScccⒸ DanielaSchmitter Ⓒ NIPPON COLUMBIAhhhhhchmchmichmichmichmichmhhhchmhhchmchmichm ttertterttertterttertererertterttererrrrchmitter ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ON CON CON CON CON CON CN CON CCON CON CON CON CCON CON CON CON CON CON COLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUOLOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMBIABIAAAABIABIAAAAABIAABIAAAAAAAANIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPNIPPNIPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOⒸ NIPPON COLUMBIA
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Ⓒ Nir ArieliⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Nir NirNir NirNir NirNiNirNirrr r Nir Nir NirNir NirNirrrr AAArieArieArieArieArieArieArieArieArieArieArA iArieArieArArieArieArArieliliⒸ Nir Arieli

Ⓒ pepelangeⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ pepepepepepepeppepepepepepepeppepepepepepep pp pp pp pp pp pp pp pp p lanlanglanglanglanglanganlanganganglangnglanglanganganglanglanlangⒸ pepelange Ⓒ Kim Hardygggggggeeeeeege ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KimKimKimKim Kim KimKim Kim KimKimKim KimKimKim Kim KimKim Kim KimKim HaHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHaHarHarHarHarⒸ Kim Hardy Ⓒ Lena Obstrdddrddrdrdrdrdrdrddddrdrdrdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyrdy ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ LenaLenaLenaLenaLenaLenLenaLenaLenaLenaLLenLenaLenaLenLenaLenaenaLena Obs ObsObs ObsObs Obs ObsObs ObsObsObsObsObs ObsObsObsObsObs Ob ttttttttⒸ Lena Obst

Ⓒ Marco BorggreveⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMMarcMMarcMarcarcarcarcMarcMarcMararcMarcMarcarcMarcMarcMarco Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Borggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggg eveeveeveeveeveeveveeveveeveeveeveeveeveeveeveeveⒸ Marco Borggreve

Ⓒ 井村重人ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人人井村重人井村重人井村重人Ⓒ 井村重人
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Ⓒ matronⒸⒸ matrmatratrrrmatrratrmatrmatrmatrmatrmatrmatrmatrononononoonononⒸ matron Ⓒ matronⒸⒸⒸⒸⒸ matrmatrmatrmatrmatratrmatrmatrmatrmatrmatrmatrrmatrronononononononⒸ matron Ⓒ matronⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ matrtmatrmatrmatrmatratrtrmatrmatrmatrmatrmatrmatrmatrononononoononⒸ matron

3月発売予定

1/29（月）～2/5（月）、13（火）、19（月）、26（月）
※冬季臨時休館日がございます。予めご了承ください。

● 　 　  4/6（金）3:00ｐｍ
　  　 　  10/27（土）3:00ｐｍ

● 6/23（土）7:00ｐｍ
　  　24（日）2:00ｐｍ
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先行予約
開 始

大 小中

● 　 　  5/9（水）11:30aｍ/2:30pm
    　 　  6/13（水）11:30aｍ/2:30pm

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018関連企画
『魔弾の射手』ワンコイン・プレ・レクチャー 中

● 4/25（水）・26（木）
    各日2:00pｍ

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018関連企画
『魔弾の射手』ハイライトコンサート～ええとこどり！ 中

● 7/20（金）・21（土）・22（日）
    　 24（火）・25（水）・27（金）
    　 28（土）・29（日）
    各日2:00pｍ

ミュージカル I DO! I DO! A Musical About Marriage

談ス・シリーズ 第三弾『凸し
  凹る』

中

中
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先行予約
開 始

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018
ウェーバー作曲 歌劇『魔弾の射手』 A席
（全３幕／ドイツ語上演・日本語字幕付き／新制作）

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018
ウェーバー作曲 歌劇『魔弾の射手』 B・C・D・E席
（全３幕／ドイツ語上演・日本語字幕付き／新制作）

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
ユベール・スダーン モーツァルトの旅

小

小

● 5/26（土）3:00ｐｍ

● 5/27（日）3:00ｐｍ

● 7/1（日）4:30ｐｍ

● 7/1（日）2:00ｐｍ

● 5/6（日）2:00ｐｍ

大

大

● 5/12（土）2:00ｐｍ

柳家喬太郎 独演会

エマニュエル・セイソン ハープ・リサイタル

小● 7/12（木）7:00ｐｍ児玉 桃 ピアノ・リサイタル

小

小

● 7/4（水）2:00ｐｍ

● 7/7（土）2:00ｐｍ
世界音楽図鑑

ナポリ・マンドリン・オーケストラ

波多野睦美（メゾ・ソプラノ） 日本のうた

中

中
加藤健一事務所 vol.102
煙が目にしみる

文楽 in Hyogo 『恋女房染分手綱（こいにょうぼうそめわけたづな）』 中

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ57
PAC PERCUSSION！（パック・パーカッション）

● 7/20（金）・21（土）・22（日）
    　 24（火）・25（水）・27（金）
    　 28（土）・29（日）
    各日2:00pｍ

大

第1回
第2回

第8回
第9回24

㈯
先
行
予
約
開
始

ナポリからマンドリンの伝道師がやってくる！
マンドリン発祥の地・ナポリから、マンドリンの名手達によるアンサンブルが初来日！
“帰れソレントへ”など懐かしのカンツォーネから、オペラ「椿姫」「カルメン」の名
旋律、映画音楽まで。トレモロの響きにうっとり♡

ナポリ・マンドリン・
オーケストラ 

2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄7（土）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000

ナポリの宝石箱～オ・ソレ・ミオ、帰れソレントへ、フニクリ・フニクラほかメドレー
ソレントの思い出、ヴェルディ ： 歌劇『椿姫』より
ビゼー ： 『カルメン』より、映画音楽メドレー　ほか

■出演／ナポリ・マンドリン・オーケストラ 

今年も飛び出す「喬太郎落語」！
抜きんでた創作力、演出力で圧倒的人気を誇る新作落語に、人情噺では当代随一
と名高い師匠さん喬譲りの古典落語でも円熟した高座を披露する、大人気の
「喬太郎落語」をたっぷりとお楽しみください。

柳家喬太郎 独演会
2/24
（土）
先行予約
開始

6⁄23（土）  7:00pm・24（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥2,500　2公演通し券  ￥6,000

加藤健一がスーパーおばあちゃんに！？
加藤健一事務所を代表する人気演目がついに登場！舞台は斎場の待合室。そこで
巻き起こるまさかのドタバタに、カトケン演じるおばあちゃんが大奮闘！涙しながら
思わず笑っちゃう、大ヒットコメディにご期待ください。

加藤健一事務所 vol.102

煙が目にしみる
2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄1（日）  4:30pm
A ￥5,000　B ￥3,000

23日 ： 絶品の「新作落語」
　　　“あれやこれや”
24日 ： 「古典落語」の真骨頂！
　　　“あれもこれも”

■出演／柳家喬太郎　ほか

■原案／鈴置洋孝
■脚本・演出／堤 泰之
■出演／加藤健一、山本郁子、天宮 良
　　　　加藤 忍、新井康弘　ほか

ハープの王子様
ハープ一本で奏でているとは思えない超絶技巧で、若くして国際的な舞台へ踊り
出たセイソン。パリ国立歌劇場管を経て、現在はメトロポリタン歌劇場管に在籍。
2016年の当センター初登場では演奏だけでなくチャーミングな笑顔も印象的
でした。

エマニュエル・セイソン
ハープ・リサイタル

2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄1（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000

ドビュッシー ： 月の光、J.S.バッハ ： フランス組曲 第3番
グリンカ／バラキレフ ： ひばり、リスト／ルニエ ： 夜鳴きうぐいす
サルゼード ： 3つの小品より バラード　ほか

■ハープ／エマニュエル・セイソン

美しい日本の詩と旋律
バロック・ハープの時を超える響きとピアノとともに、波多野睦美の歌声が優しく
暖かく空間を包み込みます。美しい日本語の詩による叙情歌の風景を、ぜひお楽
しみください。

波多野睦美（メゾ・ソプラノ）
日本のうた

2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄4（水）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

服部良一 ： 蘇州夜曲
大中寅二 ： 椰子の実
多 忠亮 ： 宵待草
中田喜直 ： 風の子供（『六つの子供の歌』より）　　　　
寺嶋陸也 ： 茨木のり子の詩による歌曲集「道しるべ」　
高橋悠治 ： ぼくは12歳　ほか

■メゾ・ソプラノ／波多野睦美
■バロック・ハープ／西山まりえ
■ピアノ／草 冬香

待望のソロ・リサイタル！
国際派ピアニスト・児玉桃、待望の芸術文化センターソロ・リサイタル！曲目は、
没後100年のドビュッシー、ラヴェルほかきらめきのフランス・プログラム。フランス
を拠点とする児玉桃ならではの繊細かつ大胆なピアニズムをご堪能ください。

児玉 桃 ピアノ・リサイタル
2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄12（木）  7:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

メシアン ： クロサバクヒタキ（『鳥のカタログ』第7巻より）
ドビュッシー ： 12の練習曲より 第1番、第3番、第7番、第8番
　　　　　　　　　　　　  第9番、第11番、第5番
ショパン ： 夜想曲 第7番、第8番
ラヴェル ： 夜のガスパール
メシアン ： 喜びの聖霊のまなざし
　　　　 （『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』より）

■ピアノ／児玉 桃

2005年の舞台写真より
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Ⓒ Naoya Yamaguchi
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Ⓒ Toshiyuki Kohno
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2/24
（土）
先行予約
開始

モーツァルトを知り尽くす名匠が贈る、至福の音楽
ザルツブルク・モーツァルテウム管の音楽監督を13年
務めたユベール・スダーンが贈る、モーツァルト・プログ
ラム。モーツァルトに造形が深い名匠スダーンが選ぶ
珠玉のモーツァルト音楽で、至福のひと時をお過ごし
ください。

■指揮／ユベール・スダーン
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

10 ⁄27（土）  3:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000
※2回通し券 ￥5,000（A席のみ）も引き続き発売中！

2/24
（土）
先行予約
開始

名曲でつづる夫婦の50年
結婚式で「 I DO!」と永遠の愛を誓った男女。しかしあっという間に時が過ぎ、2人
の思いは変化していき…。夫婦の人生を、多彩なミュージカルナンバーで歌い、
つづっていきます。霧矢大夢、鈴木壮麻が抜群の歌唱力で歌い上げる、傑作
ブロードウェイ・ミュージカル！

ミュージカル I DO! I DO!
A Musical About Marriage

■脚本・作詞／トム・ジョーンズ
■作曲／ハーヴィー・シュミット
■翻訳／広田敦郎
■演出／大河内直子
■出演／霧矢大夢、鈴木壮麻

2/24
（土）
先行予約
開始

読み方未定。言葉に出したら意味不明。
3人のダンサーたちによるパフォーマンス『談ス』。2014年初演、2016年からは
全国ツアーで各地を沸かせてきた彼らが、ついに芸術文化センターに登場！メン
バーの一人、森山未來は兵庫県神戸市出身。3人は一体何を魅せてくれるのか。

談ス・シリーズ 第三弾『凸し  凹る』

■構成／大植真太郎
■振付・出演／大植真太郎、森山未來、平原慎太郎

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

ユベール・スダーン モーツァルトの旅

5⁄26（土）  3:00pm
A ￥7,000　B ￥4,500

5⁄27（日）  3:00pm
A ￥6,000　B ￥3,000

2/24
（土）
先行予約
開始

我が子を前にして、母と名乗れぬ、重の井の苦衷。
制約があってこそ爆発する人間感情に日本人の“劇”がうまれる。
兵庫県在住の人形遣い・吉田和生が人間国宝に認定された昨年は、六代豊竹呂
太夫襲名も話題となりました。『恋女房染分手綱』道中双六の段を呂太夫が素浄
瑠璃で語り、重の井子別れの段では、和生が遣う女形の大役・重の井が深い感動
をよぶことでしょう。

文楽 in Hyogo 『恋女房染分手綱』
こいにょうぼうそめわけたづな

5⁄6（日）  2:00pm
全席指定 ￥3,500

2/24
（土）
先行予約
開始

世界的打楽器奏者ボブ・ベッカー、登場!
今シーズン最後の室内楽シリーズを飾るのは打楽器にスポットを当てた、『パック・
パーカッション』。パーカッション・グループ「NEXUS」で活躍する世界的奏者ボブ・
ベッカーとＰＡＣメンバーが、多種多様な打楽器アンサンブルを華麗に繰り広げます！

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ57

PAC PERCUSSION！（パック・パーカッション）

ボブ・ベッカー ： ターニング・ポイント
G.H.グリーン ： キャッスル・ワルツ・クラシック
　　　　　　 （ドヴォルザークのユモレスク）　ほか

■特別ゲスト／ボブ・ベッカー（パーカッション）
■出演／ＰＡＣパーカッション・メンバー

5 ⁄12（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。

第1部　トーク
　　　  　吉田和生（人間国宝）  豊竹呂太夫
　　　  　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『恋女房染分手綱』 
　　　  　道中双六の段（素浄瑠璃）
　　　  　重の井子別れの段

■出演／人形浄瑠璃文楽座
　　　　　太　夫　豊竹呂太夫
　　　　　三味線　鶴澤清友　
　　　　　人　形　吉田和生　ほか

第8回

英雄劇『エジプト王ターモス』のための幕間の音楽
ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲、交響曲 第39番

■ヴァイオリン／有希 マヌエラ・ヤンケ
■ヴィオラ／大野若菜

「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲」では、チャイコフスキー国際コン
クール3位の有希マヌエラ・ヤンケとブラームス国際コンクール優勝の大野若菜
が華麗なる掛け合いを披露。スダーンの端正なタクトが描く三大交響曲の一つ
「交響曲第39番」にもご期待ください！

第9回

歌劇『皇帝ティートの慈悲』序曲
クラリネット協奏曲、セレナード 第４番 K.203
 
■クラリネット／アレッサンドロ・カルボナーレ

祝祭感あふれる作品が揃った、名匠スダーンのこだわりが光るプログラム。ローマ・
サンタ・チェチーリア管首席、クラリネット界の天才アレッサンドロ・カルボナーレの
柔らかく情感あふれる協奏曲も聴き逃せません。

4 ⁄6（金）  3:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000
※2回通し券 ￥5,000（A席のみ）も引き続き発売中！

3歳3歳3歳から
入場可！

「魔弾」の“ええとこどり版”今年は一体何が起こる…！？
毎年大好評！関西気鋭の歌手たちとピアノ伴奏に、噺家さながらの楽しく親しみやすいお話が加わった
「魔弾の射手」ハイライト。ドイツ人のナビゲーターや、ホルンの音色がちょっぴり聴けるコーナーも
ご用意。やっぱり今年も“ええとこどり”から目が離せない！

『魔弾の射手』
ハイライトコンサート～ええとこどり！

■出演／周防彩子（アガーテ）、中嶋康子（エンヒェン）、松澤政也（カスパー）、二塚直紀（マックス）
　　　　ジェイソン・ブラスロフ（ナビゲーター）、伊原敏行（ピアノとお話）
■構成・演出／木村孝夫　■音楽アドヴァイザー／森 香織

4⁄25（水）・26（木）
各日2:00pm
全席指定 ￥500
※兵庫県内公演はコチラ→ 4/22洲本、5/13多可町、5/20たつの、5/26篠山※詳細はチラシをご覧ください。

楽しく詳しくオペラ予習！

ドイツオペラの金字塔・魔弾の射手。後のドイツ音楽に大きな影響を
与えたウェーバーの音楽的魅力や不思議な世界の秘密に迫ります。

レクチャー初登場の酒寄氏が、ドイツ文学から始まる
創作メルヘンから森の存在、悪魔ブーム！？まで作品が
作られた時代の旅へお連れします。オペラに出演する
小森輝彦さんによる生演奏も入った豪華90分！

「魔弾の射手」
ワンコイン・プレ・レクチャー

2/22
（木）
先行予約
開始

2/22
（木）
先行予約
開始

■講師／堀内 修（音楽評論家）

■講師／酒寄進一（ドイツ文学翻訳家）
■出演／小森輝彦（バリトン）　ほか

6⁄13（水）  11:30am／2:30pm
全席指定 ￥500

5⁄9（水）  11:30am／2:30pm
全席指定 ￥500

第1回

第2回 憧憬と夢想のロマン派～ドイツオペラの幕開け

不思議な世界現る～魔弾の射手

生演奏付き

2/23（金）先行予約開始2/22（木）佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018

ウェーバー作曲 歌劇『魔弾の射手』（全３幕／ドイツ語上演・日本語字幕付き／新制作）

7⁄20（金）・21（土）・22（日）・24（火）・25（水）・27（金）・28（土）・29（日）各日2:00pm
A ￥12,000　B ￥9,000　C ￥7,000　D ￥5,000　E ￥3,000　

■作曲／カール・マリア・フォン・ウェーバー
■台本／フリードリヒ・キント
■指揮／佐渡 裕
■演出／ミヒャエル・テンメ
■装置・衣裳／フリードリヒ・デパルム
■照明・映像／ミヒャエル・グルントナー
■合唱指揮／矢澤定明

■出演［ダブルキャスト］
　オットカー侯爵　小森輝彦  　　町 英和
　クーノー　　　　 ベルント・ホフマン 　　鹿野由之
　アガーテ　　　　    ジェシカ・ミューアヘッド　　カタリーナ・ハゴピアン
　エンヒェン   小林沙羅  　　マリア・ローゼンドルフスキー
　カスパー　　　  髙田智宏  　　ジョシュア・ブルーム
　マックス　　　  トルステン・ケール 　　クリストファー・ヴェントリス
　隠 者              妻屋秀和  　　斉木健詞
　キリアン　　　  清水徹太郎（シングル）
　ザミエル　　　 ペーター・ゲスナー（シングル）

■合唱／ひょうごプロデュースオペラ合唱団
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団
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Ⓒ 井村重人
00
（A席のみ）も引き続き発売中！
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Ⓒ 飯島 隆
団

曲」では、チャイコフスキー国際
ムス国際コンクール優勝の大野
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佐渡 裕（指揮） クリストファー・ヴェントリス

マリア・ローゼンドルフスキー

髙田智宏 町 英和

ベルント・ホフマン

ジョシュア・ブルーム

鹿野由之

小森輝彦

ジェシカ・ミューアヘッド カタリーナ・ハゴピアン 小林沙羅

トルステン・ケールミヒャエル・テンメ（演出）

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018関連企画

0570‒084‒657
※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。

ローソンチケットつながりやすい！

特別電話

※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。0570‒084‒659

ローソンチケットつながりやすい！

特別電話

佐渡オペラが新たに放つスペクタクル。貴方も悪魔に魂を奪われる。
ボヘミアの森、狩人の合唱、美しい花嫁衣裳、悪魔の弾丸…。
2018年の佐渡オペラは、メルヘンの薫り溢れるドイツ・ロマン派オペラに初挑戦！後
世に大きな影響を残した早世の天才ウェーバーの名作が、ウィーンから招く演出家、
デザイナーにより驚きの仕掛けが詰まった迫力満点の舞台で上演されます。
序曲からドラマティックな音楽でオーケストラが物語をリード。歌手はマックス役のトル
ステン・ケールとクリストファー・ヴェントリスという二人のテノールをはじめ、ウィーン
国立、英国ロイヤル、メトロポリタン、スカラなどの歌劇場で活躍する海外歌手と国際的
に活躍する日本人歌手の混合により、夢のキャスティングが実現！さらに圧巻は総勢
60名の合唱！尽きない見どころに、貴方はさらにオペラの虜になることでしょう。

A席B・C・D・E席
まだん しゃしゅ

Ⓒ Lena Obst

ベルント・ホフマン 鹿
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ LenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenenLenaLenLenaenaLena ObsObsObsObs ObsObs Obs ObsObsObObs ObsObs ObsObsObsObsObObsObs ObsttttttttttttⒸ Lena Obst

Ⓒ matronⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ matrmatrmatrmatrmatrmatratrmatrmatrmatrmatrmatrmatrrrronononononononononononⒸ matron



2/24
（土）
先行予約
開始

モーツァルトを知り尽くす名匠が贈る、至福の音楽
ザルツブルク・モーツァルテウム管の音楽監督を13年
務めたユベール・スダーンが贈る、モーツァルト・プログ
ラム。モーツァルトに造形が深い名匠スダーンが選ぶ
珠玉のモーツァルト音楽で、至福のひと時をお過ごし
ください。

■指揮／ユベール・スダーン
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

10 ⁄27（土）  3:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000
※2回通し券 ￥5,000（A席のみ）も引き続き発売中！

2/24
（土）
先行予約
開始

名曲でつづる夫婦の50年
結婚式で「 I DO!」と永遠の愛を誓った男女。しかしあっという間に時が過ぎ、2人
の思いは変化していき…。夫婦の人生を、多彩なミュージカルナンバーで歌い、
つづっていきます。霧矢大夢、鈴木壮麻が抜群の歌唱力で歌い上げる、傑作
ブロードウェイ・ミュージカル！

ミュージカル I DO! I DO!
A Musical About Marriage

■脚本・作詞／トム・ジョーンズ
■作曲／ハーヴィー・シュミット
■翻訳／広田敦郎
■演出／大河内直子
■出演／霧矢大夢、鈴木壮麻

2/24
（土）
先行予約
開始

読み方未定。言葉に出したら意味不明。
3人のダンサーたちによるパフォーマンス『談ス』。2014年初演、2016年からは
全国ツアーで各地を沸かせてきた彼らが、ついに芸術文化センターに登場！メン
バーの一人、森山未來は兵庫県神戸市出身。3人は一体何を魅せてくれるのか。

談ス・シリーズ 第三弾『凸し  凹る』

■構成／大植真太郎
■振付・出演／大植真太郎、森山未來、平原慎太郎

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

ユベール・スダーン モーツァルトの旅

5⁄26（土）  3:00pm
A ￥7,000　B ￥4,500

5⁄27（日）  3:00pm
A ￥6,000　B ￥3,000

2/24
（土）
先行予約
開始

我が子を前にして、母と名乗れぬ、重の井の苦衷。
制約があってこそ爆発する人間感情に日本人の“劇”がうまれる。
兵庫県在住の人形遣い・吉田和生が人間国宝に認定された昨年は、六代豊竹呂
太夫襲名も話題となりました。『恋女房染分手綱』道中双六の段を呂太夫が素浄
瑠璃で語り、重の井子別れの段では、和生が遣う女形の大役・重の井が深い感動
をよぶことでしょう。

文楽 in Hyogo 『恋女房染分手綱』
こいにょうぼうそめわけたづな

5⁄6（日）  2:00pm
全席指定 ￥3,500

2/24
（土）
先行予約
開始

世界的打楽器奏者ボブ・ベッカー、登場!
今シーズン最後の室内楽シリーズを飾るのは打楽器にスポットを当てた、『パック・
パーカッション』。パーカッション・グループ「NEXUS」で活躍する世界的奏者ボブ・
ベッカーとＰＡＣメンバーが、多種多様な打楽器アンサンブルを華麗に繰り広げます！

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ57

PAC PERCUSSION！（パック・パーカッション）

ボブ・ベッカー ： ターニング・ポイント
G.H.グリーン ： キャッスル・ワルツ・クラシック
　　　　　　 （ドヴォルザークのユモレスク）　ほか

■特別ゲスト／ボブ・ベッカー（パーカッション）
■出演／ＰＡＣパーカッション・メンバー

5 ⁄12（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。

第1部　トーク
　　　  　吉田和生（人間国宝）  豊竹呂太夫
　　　  　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『恋女房染分手綱』 
　　　  　道中双六の段（素浄瑠璃）
　　　  　重の井子別れの段

■出演／人形浄瑠璃文楽座
　　　　　太　夫　豊竹呂太夫
　　　　　三味線　鶴澤清友　
　　　　　人　形　吉田和生　ほか

第8回

英雄劇『エジプト王ターモス』のための幕間の音楽
ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲、交響曲 第39番

■ヴァイオリン／有希 マヌエラ・ヤンケ
■ヴィオラ／大野若菜

「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲」では、チャイコフスキー国際コン
クール3位の有希マヌエラ・ヤンケとブラームス国際コンクール優勝の大野若菜
が華麗なる掛け合いを披露。スダーンの端正なタクトが描く三大交響曲の一つ
「交響曲第39番」にもご期待ください！

第9回

歌劇『皇帝ティートの慈悲』序曲
クラリネット協奏曲、セレナード 第４番 K.203
 
■クラリネット／アレッサンドロ・カルボナーレ

祝祭感あふれる作品が揃った、名匠スダーンのこだわりが光るプログラム。ローマ・
サンタ・チェチーリア管首席、クラリネット界の天才アレッサンドロ・カルボナーレの
柔らかく情感あふれる協奏曲も聴き逃せません。

4 ⁄6（金）  3:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000
※2回通し券 ￥5,000（A席のみ）も引き続き発売中！

3歳3歳3歳から
入場可！

「魔弾」の“ええとこどり版”今年は一体何が起こる…！？
毎年大好評！関西気鋭の歌手たちとピアノ伴奏に、噺家さながらの楽しく親しみやすいお話が加わった
「魔弾の射手」ハイライト。ドイツ人のナビゲーターや、ホルンの音色がちょっぴり聴けるコーナーも
ご用意。やっぱり今年も“ええとこどり”から目が離せない！

『魔弾の射手』
ハイライトコンサート～ええとこどり！

■出演／周防彩子（アガーテ）、中嶋康子（エンヒェン）、松澤政也（カスパー）、二塚直紀（マックス）
　　　　ジェイソン・ブラスロフ（ナビゲーター）、伊原敏行（ピアノとお話）
■構成・演出／木村孝夫　■音楽アドヴァイザー／森 香織

4⁄25（水）・26（木）
各日2:00pm
全席指定 ￥500
※兵庫県内公演はコチラ→ 4/22洲本、5/13多可町、5/20たつの、5/26篠山※詳細はチラシをご覧ください。

楽しく詳しくオペラ予習！

ドイツオペラの金字塔・魔弾の射手。後のドイツ音楽に大きな影響を
与えたウェーバーの音楽的魅力や不思議な世界の秘密に迫ります。

レクチャー初登場の酒寄氏が、ドイツ文学から始まる
創作メルヘンから森の存在、悪魔ブーム！？まで作品が
作られた時代の旅へお連れします。オペラに出演する
小森輝彦さんによる生演奏も入った豪華90分！

「魔弾の射手」
ワンコイン・プレ・レクチャー

2/22
（木）
先行予約
開始

2/22
（木）
先行予約
開始

■講師／堀内 修（音楽評論家）

■講師／酒寄進一（ドイツ文学翻訳家）
■出演／小森輝彦（バリトン）　ほか

6⁄13（水）  11:30am／2:30pm
全席指定 ￥500

5⁄9（水）  11:30am／2:30pm
全席指定 ￥500

第1回

第2回 憧憬と夢想のロマン派～ドイツオペラの幕開け

不思議な世界現る～魔弾の射手

生演奏付き

2/23（金）先行予約開始2/22（木）佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018

ウェーバー作曲 歌劇『魔弾の射手』（全３幕／ドイツ語上演・日本語字幕付き／新制作）

7⁄20（金）・21（土）・22（日）・24（火）・25（水）・27（金）・28（土）・29（日）各日2:00pm
A ￥12,000　B ￥9,000　C ￥7,000　D ￥5,000　E ￥3,000　

■作曲／カール・マリア・フォン・ウェーバー
■台本／フリードリヒ・キント
■指揮／佐渡 裕
■演出／ミヒャエル・テンメ
■装置・衣裳／フリードリヒ・デパルム
■照明・映像／ミヒャエル・グルントナー
■合唱指揮／矢澤定明

■出演［ダブルキャスト］
　オットカー侯爵　小森輝彦  　　町 英和
　クーノー　　　　 ベルント・ホフマン 　　鹿野由之
　アガーテ　　　　    ジェシカ・ミューアヘッド　　カタリーナ・ハゴピアン
　エンヒェン   小林沙羅  　　マリア・ローゼンドルフスキー
　カスパー　　　  髙田智宏  　　ジョシュア・ブルーム
　マックス　　　  トルステン・ケール 　　クリストファー・ヴェントリス
　隠 者              妻屋秀和  　　斉木健詞
　キリアン　　　  清水徹太郎（シングル）
　ザミエル　　　 ペーター・ゲスナー（シングル）

■合唱／ひょうごプロデュースオペラ合唱団
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

Ⓒ DanielaSchmitterⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DaniDaniDaniDaniDDanDaDaDaniDaniDaniDanDaDanDaniDanielaSelaSllllllelaSll Sl Sl cccⒸ DanielaSchmitter

Ⓒ pepelange

キー

ス
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ pepepepepepepepepepepepepepepepepeppepepepep ppp pp pp pp pp pp pp pp langlanglangangananglanganglanganganglangaangangangngnganglangeeeⒸ pepelange Ⓒ Kim Hardyeeeee ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KimKim KimKim KimKimm mm KimKim Kim KimKimKim HardHardHardHardHarHHardHardHardHardHardardHarddHardHardarHarHardHardyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyⒸ Kim Hardy

Ⓒ NIPPON COLUMBIAhhhhhhchmchmichmichmichmhhchmchmhhhchm ttertterttertterttertererererertterterertterrrchmitter ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ON CON CON CON CON CON ON CON CON CON CON ON CON CON CON CON CON CON CON CON CON COLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMLLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLOLU BIABIABIAAABIAAAAAABIAAAAAAAAANIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPPPPPPNIPPPPPPN POOOOOOOOOOOOOOOOOⒸ NIPPON COLUMBIA

Ⓒ 井村重人
00
（A席のみ）も引き続き発売中！

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人人井村重人井村重人井村重人Ⓒ 井村重人

Ⓒ 飯島 隆
団

曲」では、チャイコフスキー国際
ムス国際コンクール優勝の大野

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 島 島島  島 飯島 隆島 島 飯島 隆島  Ⓒ 飯島 隆
佐渡 裕（指揮） クリストファー・ヴェントリス

マリア・ローゼンドルフスキー

髙田智宏 町 英和

ベルント・ホフマン

ジョシュア・ブルーム

鹿野由之

小森輝彦

ジェシカ・ミューアヘッド カタリーナ・ハゴピアン 小林沙羅

トルステン・ケールミヒャエル・テンメ（演出）

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018関連企画

0570‒084‒657
※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。

ローソンチケットつながりやすい！

特別電話

※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。0570‒084‒659

ローソンチケットつながりやすい！

特別電話

佐渡オペラが新たに放つスペクタクル。貴方も悪魔に魂を奪われる。
ボヘミアの森、狩人の合唱、美しい花嫁衣裳、悪魔の弾丸…。
2018年の佐渡オペラは、メルヘンの薫り溢れるドイツ・ロマン派オペラに初挑戦！後
世に大きな影響を残した早世の天才ウェーバーの名作が、ウィーンから招く演出家、
デザイナーにより驚きの仕掛けが詰まった迫力満点の舞台で上演されます。
序曲からドラマティックな音楽でオーケストラが物語をリード。歌手はマックス役のトル
ステン・ケールとクリストファー・ヴェントリスという二人のテノールをはじめ、ウィーン
国立、英国ロイヤル、メトロポリタン、スカラなどの歌劇場で活躍する海外歌手と国際的
に活躍する日本人歌手の混合により、夢のキャスティングが実現！さらに圧巻は総勢
60名の合唱！尽きない見どころに、貴方はさらにオペラの虜になることでしょう。

A席B・C・D・E席
まだん しゃしゅ

Ⓒ Lena Obst

ベルント・ホフマン 鹿
ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ LenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenaLenenLenaLenLenaenaLena ObsObsObsObs ObsObs Obs ObsObsObObs ObsObs ObsObsObsObsObObsObs ObsttttttttttttⒸ Lena Obst

Ⓒ matronⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ matrmatrmatrmatrmatrmatratrmatrmatrmatrmatrmatrmatrrrronononononononononononⒸ matron



※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 3月号は3/12（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～3/4（日）まで
　※2/26（月）除く

※2/24（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。

2/25（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

2月休館日

※2/25（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、2/27（火）より販売いたします。

3/16（金）～17（土）
3/18（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

2/22（木）～24（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 018
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

Ⓒ DanielaSchmitterⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ DaniDanDanDDanDanDanDaniDanDanDaDanDanDanDanDanDaDanD elaSl Slllll Sl SlelaSelaSll Sl SSl SllelaScccⒸ DanielaSchmitter Ⓒ NIPPON COLUMBIAhhhhhchmchmichmichmichmichmhhhchmhhchmchmichm ttertterttertterttertererertterttererrrrchmitter ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ON CON CON CON CON CON CN CON CCON CON CON CON CCON CON CON CON CON CON COLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUOLOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMOLUMBIABIAAAABIABIAAAAABIAABIAAAAAAAANIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPPNIPNIPPNIPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOⒸ NIPPON COLUMBIA

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

Ⓒ Nir ArieliⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Nir NirNir NirNir NirNiNirNirrr r Nir Nir NirNir NirNirrrr AAArieArieArieArieArieArieArieArieArieArieArA iArieArieArArieArieArArieliliⒸ Nir Arieli

Ⓒ pepelangeⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ pepepepepepepeppepepepepepepeppepepepepepep pp pp pp pp pp pp pp pp p lanlanglanglanglanglanganlanganganglangnglanglanganganglanglanlangⒸ pepelange Ⓒ Kim Hardygggggggeeeeeege ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KimKimKimKim Kim KimKim Kim KimKimKim KimKimKim Kim KimKim Kim KimKim HaHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHarHaHarHarHarHarⒸ Kim Hardy Ⓒ Lena Obstrdddrddrdrdrdrdrdrddddrdrdrdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyrdy ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ LenaLenaLenaLenaLenaLenLenaLenaLenaLenaLLenLenaLenaLenLenaLenaenaLena Obs ObsObs ObsObs Obs ObsObs ObsObsObsObsObs ObsObsObsObsObs Ob ttttttttⒸ Lena Obst

Ⓒ Marco BorggreveⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarcMarcMarcMMarcMMarcMarcarcarcarcMarcMarcMararcMarcMarcarcMarcMarcMarco Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Borggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggg eveeveeveeveeveeveveeveveeveeveeveeveeveeveeveeveⒸ Marco Borggreve

Ⓒ 井村重人ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人井村重人人井村重人井村重人井村重人Ⓒ 井村重人

Ⓒ Toshiyuki KohnoⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ToshToshToshTosToshTosTosToshToshToshToshToshToshToshToshTosToshToshTos iyukiyukiyukyukiyukiyukiyukyukyuyukiyukiyukiyukukiyukiyukkyukiyukyukyuki Koi Koi Ko Ko KoKoKoKoKKoKoi Koi KoKoKo KoKoKoK hnohnohnohhhhhnohnohnohhhnohnohnoⒸ Toshiyuki Kohno

Ⓒ matronⒸⒸ matrmatratrrrmatrratrmatrmatrmatrmatrmatrmatrmatrononononoonononⒸ matron Ⓒ matronⒸⒸⒸⒸⒸ matrmatrmatrmatrmatratrmatrmatrmatrmatrmatrmatrrmatrronononononononⒸ matron Ⓒ matronⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ matrtmatrmatrmatrmatratrtrmatrmatrmatrmatrmatrmatrmatrononononoononⒸ matron

3月発売予定

1/29（月）～2/5（月）、13（火）、19（月）、26（月）
※冬季臨時休館日がございます。予めご了承ください。

● 　 　  4/6（金）3:00ｐｍ
　  　 　  10/27（土）3:00ｐｍ

● 6/23（土）7:00ｐｍ
　  　24（日）2:00ｐｍ

22
㈭

先行予約
開 始

大 小中

● 　 　  5/9（水）11:30aｍ/2:30pm
    　 　  6/13（水）11:30aｍ/2:30pm

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018関連企画
『魔弾の射手』ワンコイン・プレ・レクチャー 中

● 4/25（水）・26（木）
    各日2:00pｍ

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018関連企画
『魔弾の射手』ハイライトコンサート～ええとこどり！ 中

● 7/20（金）・21（土）・22（日）
    　 24（火）・25（水）・27（金）
    　 28（土）・29（日）
    各日2:00pｍ

ミュージカル I DO! I DO! A Musical About Marriage

談ス・シリーズ 第三弾『凸し
  凹る』

中

中

23
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先行予約
開 始

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018
ウェーバー作曲 歌劇『魔弾の射手』 A席
（全３幕／ドイツ語上演・日本語字幕付き／新制作）

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2018
ウェーバー作曲 歌劇『魔弾の射手』 B・C・D・E席
（全３幕／ドイツ語上演・日本語字幕付き／新制作）

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
ユベール・スダーン モーツァルトの旅

小

小

● 5/26（土）3:00ｐｍ

● 5/27（日）3:00ｐｍ

● 7/1（日）4:30ｐｍ

● 7/1（日）2:00ｐｍ

● 5/6（日）2:00ｐｍ

大

大

● 5/12（土）2:00ｐｍ

柳家喬太郎 独演会

エマニュエル・セイソン ハープ・リサイタル

小● 7/12（木）7:00ｐｍ児玉 桃 ピアノ・リサイタル

小

小

● 7/4（水）2:00ｐｍ

● 7/7（土）2:00ｐｍ
世界音楽図鑑

ナポリ・マンドリン・オーケストラ

波多野睦美（メゾ・ソプラノ） 日本のうた

中

中
加藤健一事務所 vol.102
煙が目にしみる

文楽 in Hyogo 『恋女房染分手綱（こいにょうぼうそめわけたづな）』 中

芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ57
PAC PERCUSSION！（パック・パーカッション）

● 7/20（金）・21（土）・22（日）
    　 24（火）・25（水）・27（金）
    　 28（土）・29（日）
    各日2:00pｍ

大

第1回
第2回

第8回
第9回24

㈯
先
行
予
約
開
始

ナポリからマンドリンの伝道師がやってくる！
マンドリン発祥の地・ナポリから、マンドリンの名手達によるアンサンブルが初来日！
“帰れソレントへ”など懐かしのカンツォーネから、オペラ「椿姫」「カルメン」の名
旋律、映画音楽まで。トレモロの響きにうっとり♡

ナポリ・マンドリン・
オーケストラ 

2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄7（土）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000

ナポリの宝石箱～オ・ソレ・ミオ、帰れソレントへ、フニクリ・フニクラほかメドレー
ソレントの思い出、ヴェルディ ： 歌劇『椿姫』より
ビゼー ： 『カルメン』より、映画音楽メドレー　ほか

■出演／ナポリ・マンドリン・オーケストラ 

今年も飛び出す「喬太郎落語」！
抜きんでた創作力、演出力で圧倒的人気を誇る新作落語に、人情噺では当代随一
と名高い師匠さん喬譲りの古典落語でも円熟した高座を披露する、大人気の
「喬太郎落語」をたっぷりとお楽しみください。

柳家喬太郎 独演会
2/24
（土）
先行予約
開始

6⁄23（土）  7:00pm・24（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥2,500　2公演通し券  ￥6,000

加藤健一がスーパーおばあちゃんに！？
加藤健一事務所を代表する人気演目がついに登場！舞台は斎場の待合室。そこで
巻き起こるまさかのドタバタに、カトケン演じるおばあちゃんが大奮闘！涙しながら
思わず笑っちゃう、大ヒットコメディにご期待ください。

加藤健一事務所 vol.102

煙が目にしみる
2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄1（日）  4:30pm
A ￥5,000　B ￥3,000

23日 ： 絶品の「新作落語」
　　　“あれやこれや”
24日 ： 「古典落語」の真骨頂！
　　　“あれもこれも”

■出演／柳家喬太郎　ほか

■原案／鈴置洋孝
■脚本・演出／堤 泰之
■出演／加藤健一、山本郁子、天宮 良
　　　　加藤 忍、新井康弘　ほか

ハープの王子様
ハープ一本で奏でているとは思えない超絶技巧で、若くして国際的な舞台へ踊り
出たセイソン。パリ国立歌劇場管を経て、現在はメトロポリタン歌劇場管に在籍。
2016年の当センター初登場では演奏だけでなくチャーミングな笑顔も印象的
でした。

エマニュエル・セイソン
ハープ・リサイタル

2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄1（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000

ドビュッシー ： 月の光、J.S.バッハ ： フランス組曲 第3番
グリンカ／バラキレフ ： ひばり、リスト／ルニエ ： 夜鳴きうぐいす
サルゼード ： 3つの小品より バラード　ほか

■ハープ／エマニュエル・セイソン

美しい日本の詩と旋律
バロック・ハープの時を超える響きとピアノとともに、波多野睦美の歌声が優しく
暖かく空間を包み込みます。美しい日本語の詩による叙情歌の風景を、ぜひお楽
しみください。

波多野睦美（メゾ・ソプラノ）
日本のうた

2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄4（水）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

服部良一 ： 蘇州夜曲
大中寅二 ： 椰子の実
多 忠亮 ： 宵待草
中田喜直 ： 風の子供（『六つの子供の歌』より）　　　　
寺嶋陸也 ： 茨木のり子の詩による歌曲集「道しるべ」　
高橋悠治 ： ぼくは12歳　ほか

■メゾ・ソプラノ／波多野睦美
■バロック・ハープ／西山まりえ
■ピアノ／草 冬香

待望のソロ・リサイタル！
国際派ピアニスト・児玉桃、待望の芸術文化センターソロ・リサイタル！曲目は、
没後100年のドビュッシー、ラヴェルほかきらめきのフランス・プログラム。フランス
を拠点とする児玉桃ならではの繊細かつ大胆なピアニズムをご堪能ください。

児玉 桃 ピアノ・リサイタル
2/24
（土）
先行予約
開始

7⁄12（木）  7:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

メシアン ： クロサバクヒタキ（『鳥のカタログ』第7巻より）
ドビュッシー ： 12の練習曲より 第1番、第3番、第7番、第8番
　　　　　　　　　　　　  第9番、第11番、第5番
ショパン ： 夜想曲 第7番、第8番
ラヴェル ： 夜のガスパール
メシアン ： 喜びの聖霊のまなざし
　　　　 （『幼子イエスに注ぐ20のまなざし』より）

■ピアノ／児玉 桃

2005年の舞台写真より
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