
※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 4月号は4/9（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～3/25（日）まで
　※3/19（月）除く

※3/17（土)5:00pm以降予約受付分はおまとめ
　サービス対象外です。

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。

3/18（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

3月休館日

※3/18（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、3/20（火）より販売いたします。

4/12（木）～14（土）
4/15（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

3/16（金）～17（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

Ⓒ Amancio GuillenⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AAmanAmaAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmaAmaAmanAmanAman iicio ciociociociociociocioiciociocio cio cioo ciocio GGuGGuGuGuilGuilGuGuGGuGuGu lenlenenenⒸ Amancio Guillen

Ⓒ Mikako IshiguroⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MikaMikaMikMikMikMikMikaMikaMikaMikaMikkMikaMikaMikaMikMikaMikaMikMikako Iko Iko Iko ko ko ko o o o ko ko Iko Iko Iko o o ko Iko ko shigshigshigshigshshigshigshigshigshigshigshighigshigshigshigshigshshishigurourourourourourourourororourourourororororⒸ Mikako Ishiguro

Ⓒ Mat HennekⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Mat MatMatMatMatMatMatMat MatatatatMat atMatMatMatMatatat HenHennHennHennHHHHennHennHennHennHennHennHennHennHenn kkekekekekkkekekekekekkkⒸ Mat Hennek

「シークレット・ガーデン」は3/24（土）、
「夢の裂け目」は4/7（土）、
「のだめカンタービレ」、「キス・ミー・ケイト」は
4/21（土）一般発売。

4月発売予定
5（月）、12（月）、19（月）、26（月）

大 小中

16
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先行予約
開 始

● 8/4（土）・5（日）
     各日3:00pｍ

● 6/8（金）4:30pｍ
　　　9（土）6:30pｍ
　　 10（日）11:30aｍ/3:30pm

● 6/27（水）2:00pｍ

● 9/20（木）7:00pｍ

● 9/22（土）2:00pｍ

● 9/30（日）2:00pｍ

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

PACオーケストラ リサイタルシリーズ

大● 5/5（土・祝）2:30pｍ宮川彬良＆アンサンブル・ベガ こどもの日スペシャル♪

茂木大輔の生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会

アレクサンダー・コブリン ピアノ・リサイタル

フォーレ四重奏団

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

sound theaterⅧ

小

小

● 6/26（火）11:30aｍ/3:00pm
大

大

大

大

大

● 8/24（金）11:30aｍ
ワンコイン･
コンサート 佛田明希子～オーボエの歌声

ぶつだ あきこ

岩見玲奈～躍動と哀愁のマリンバ
いわみ れいな

世界音楽図鑑

カニサレス フラメンコ・クインテット 中

中

中

中

中

中

ふたり芝居『家族熱』

シラノ・ド・ベルジュラック

バリーターク

● 6/12（火）3:00pｍ

中三遊亭白鳥・桃月庵白酒 二人会 ● 7/21（土）1:00pｍ

● 6/16（土）
　　　17（日）

夢の裂け目 ● 6/27（水）6:30pm
　　　28（木）1:00pm

中ミュージカル シークレット・ガーデン ● 7/24（火）1:00pm/6:00pm
　　　25（水）1:00pm

中ミュージカル・コメディ キス・ミー・ケイト ● 7/28（土）12:00pm/5:00pm
　　　29（日）12:00pm

中HANAGATA狂言2018 『真夏の狂言大作戦!』 ● 8/17（金）1:00pm

中笑福亭松喬 独演会

ブルガリア国立歌劇場『カルメン』 

● 8/19（日）2:00pm

● 10/13（土）5:00pm

● 6/2（土）3:00pｍ
　　　3（日）2:00pm17

㈯
先行予約
開 始

“松喬”襲名後初の独演会！
亡き師匠の名跡を襲名し、名実ともに笑福亭を背負う一柱となった笑福亭松喬。
貫録、実力ともに十分。記念すべき襲名後の第一回の独演会には、東京から縁の
深いゲストの柳家さん喬を招き、華やかに皆様へお披露目いたします。

笑福亭松喬 独演会
3/17
（土）
先行予約
開始

8⁄19（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥2,500

演目は当日のお楽しみ

■出演／笑福亭松喬
■ゲスト／柳家さん喬　ほか

世代を超えて読み継がれる感動名作ミュージカル化
その扉の向こうには愛と希望が広がっている―
トニー賞３部門受賞に輝いた作品。ミュージカル界の大スター、石丸幹二と花總
まりを筆頭に、人気・実力を兼ね備えた豪華キャストが出演する注目作をお観
逃しなく！

ミュージカル
シークレット・ガーデン

3/17
（土）
先行予約
開始

7⁄24（火）  1:00pm／6:00pm・25（水）  1:00pm
全席指定 ￥12,500

大好評ミュージカル・コメディが帰ってくる！
2017年夏の上演後、お客様からの熱烈なるラブコール多数の本作が、今年の
夏もやってくる！舞台の表と裏を交互に描く「バックステージ・ミュージカル」の
傑作。素晴らしい楽曲と躍動するダンス、ミュージカルの醍醐味を心ゆくまで
ご堪能ください。

ミュージカル・コメディ
キス・ミー・ケイト

3/17
（土）
先行予約
開始

7⁄28（土）  12:00pm／5:00pm・29（日）  12:00pm
A ￥6,000　B ￥4,000

■脚本・歌詞／マーシャ・ノーマン　■音楽／ルーシー・サイモン
■原作／フランシス・ホジソン・バーネット『秘密の花園』
■演出／スタフォード・アリマ
■出演／石丸幹二、花總まり
　　　　石井一孝、昆 夏美、松田 凌　ほか

■作詞･作曲／コール･ポーター　■脚本／ベラ＆サミュエル･スピワック
■訳詞／なかにし 礼　■翻訳／丹野郁弓　■演出･振付／上島雪夫
■出演／松平 健、一路真輝、水 夏希、大山真志
　　　　川﨑麻世、ちあきしん、杉山英司（スギちゃん）、太川陽介　ほか

“声の王国”が贈るドラマティック・カルメン！
名門・ブルガリア国立歌劇場が再びやってくる！今回上演
するのはビゼーの傑作「カルメン」。現地ブルガリアで
2017年秋に初演され、人気沸騰、異例の追加公演と
なった注目のプロダクション。声の王国・ブルガリアが
贈るドラマティックな「カルメン」にご期待ください！

ブルガリア国立歌劇場
『カルメン』 

3/17
（土）
先行予約
開始

10⁄13（土）  5:00pm
A ￥15,000　B ￥13,000　C ￥11,000　D ￥8,000　E ￥5,000

■劇場総裁・演出／プラーメン・カルターロフ
■指揮／原田慶太楼
■出演／ナディア・クラスティヴァ（カルメン）　ほか

今年も真夏のHANAGATA！
新感覚の舞台を生み出し続ける、狂言・茂山千五郎家の若手ユニット
HANAGATA。今年はなんと真夏の兵庫から全国7都市ツアーへと旅立ちます！
沢山の笑いと感動をみなさまにお届けに、
今年もHANAGATAが駆けつけます！ 

HANAGATA狂言2018
『真夏の狂言大作戦!』

3/17
（土）
先行予約
開始

8⁄17（金）  1:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

上演予定演目
『蝸牛』、『伝統はたえた』、『守り神』
新作『すなの、しろ。』

■出演／茂山千五郎、茂山宗彦、茂山 茂
　　　　茂山逸平、茂山童司

3/17
（土）
先行予約
開始

新作の革命児VS古典エンターテイナー
新作落語を次々と生み出し、その荒唐無稽な展開はまさに稀代のストーリー
テラー、三遊亭白鳥と、切れ味鋭いまくらと磨きのかかった本格古典落語で魅了
する桃月庵白酒。新作と古典、どちらの江戸落語のオモシロさもここにある！聴けば
中毒になる二人の対決、お楽しみに!

三遊亭白鳥・桃月庵白酒 二人会

演目は当日のお楽しみ
オープニングトークあり！

■出演／三遊亭白鳥
　　　　桃月庵白酒

7⁄21（土）  1:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

一般発売：3/24（土）

一般発売：4/21（土）



3/17
（土）
先行予約
開始

ここはどこか、ふたりは誰か、壁の向こうには何があるのか？
劇作家・脚本家エンダ・ウォルシュによる戯曲が、白井晃演出により日本初演。3年
ぶりの舞台出演となる草彅剛、テレビ・映画で活躍する松尾諭、文学座のベテラン
小林勝也という顔合わせも新鮮な、海外作家による現代戯曲を取り上げてきた
白井晃が挑む最新作です。

バリーターク

■作／エンダ・ウォルシュ
■翻訳／小宮山智津子
■演出／白井 晃
■出演／草彅 剛、松尾 諭、小林勝也

6⁄16（土）・17（日）
※開演時刻・料金等は同封のチラシをご覧ください。

3/17
（土）
先行予約
開始

深く、面白い。井上ひさし流『重喜劇』！
市井の人々の生活から東京裁判の、そして戦争の真実を問う本作。演出に井上
作品との黄金タッグで幾度も傑作を生み出してきた栗山民也を迎え、2001年版、
そして2010年版からキャストを一新。笑いと音楽をふんだんに盛り込んだ、深くて
面白い井上流・重喜劇、新生『夢の裂け目』の誕生です。

夢の裂け目

■作／井上ひさし　■演出／栗山民也
■出演／段田安則、唯月ふうか、保坂知寿、木場勝己、高田聖子、吉沢梨絵
　　　　上山竜治、玉置玲央、佐藤 誓

6⁄27（水）  6:30pm・28（木）  1:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000

3/17
（土）
先行予約
開始

今年も魅せます！ミュージシャンとパフォーマーの競演・響演
毎回内容と出演者が異なるオリジナル企画の第8弾。石川 直、レ・フレール、タップ
ダンサーRON×Ⅱがsound theaterに還ってきます！今回はレ・フレールの斎藤
守也、斎藤圭土それぞれのソロ楽曲もお楽しみいただきます。

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

sound theaterⅧ

■出演／石川 直、レ・フレール、RON×Ⅱ　ほか

一般発売：4/7（土）

3/16
（金）
先行予約
開始

アルゲリッチ絶賛のピアノ四重奏団
活動を始めて間もなくエコー・クラシック賞を受賞するなど、急速に世界一流の
仲間入りを果たした四重奏団。ピアニストのマルタ・アルゲリッチに「誰でも、もう
一度聴きたくなる」と言わしめた。弦楽器とピアノが織り成す深く味わいのある
音楽を、ぜひお楽しみください。

フォーレ四重奏団

ラフマニノフ ： 絵画的練習曲《音の絵》より（ピアノ四重奏曲版）
　　　　　　『海とカモメ』『赤頭巾ちゃんと狼』『市場の情景』
フォーレ ： ピアノ四重奏曲 第1番 ハ短調
ムソルグスキー ： 組曲『展覧会の絵』（ピアノ四重奏曲版）

フォーレ四重奏団
■ヴァイオリン／エリカ・ゲルトゼッツァー
■ヴィオラ／サーシャ・フレンブリング
■チェロ／コンスタンティン・ハイドリッヒ
■ピアノ／ディルク・モメルツ

9⁄30（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000 2016年10月公演より

3/17
（土）
先行予約
開始

向田邦子の名作がふたり芝居で蘇る
ひとまわりしか年の違わない美しい義理の母との3年ぶりの再会。ふたりは初めて
互いの、ほんとうの気持ちを知る。母を女として愛していた、息子を男として愛して
いた…。禁断の“熱”を出してしまった、揺れるふたりの甘く危険なものがたり。

ふたり芝居『家族熱』

■原作／向田邦子
■企画・台本・演出／合津直枝
■出演／ミムラ、溝端淳平

6⁄12（火）  3:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

3/16
（金）
先行予約
開始

今年も夏休みは“のだめ”の音楽会！
スクリーンの美しいイラストと解説とともに名曲を楽しめる“のだめ”の音楽会。
今年は“のだめ”ワールド全開の豪華な2プログラム。“のだめ”を知らない方も、
クラシックに詳しい方も初心者も、みなさん大満足いただける演奏会です！

茂木大輔の生で聴く
“のだめカンタービレ”の音楽会

8/4（土）
ブラームス ： ハイドンの主題による変奏曲、ガーシュイン ： ラプソディ・イン・ブルー
ブラームス ： 交響曲 第1番

8/5（日）
モーツァルト ： 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』序曲
ショパン ： ピアノ協奏曲 第1番
ブラームス ： 交響曲 第4番

■企画・指揮・おはなし／茂木大輔
■出演／4日 OBSESSION
    　　  〔三舩優子（ピアノ）、堀越 彰（ドラム）〕
    　　  5日 長富 彩（ピアノ）
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

3/16
（金）
先行予約
開始

世界最高峰のフラメンコ・ギタリスト
スペインのスーパースター、カニサレス。フラメンコ・ギタリストとして初めてベル
リン・フィルと共演し、サイモン・ラトルも絶賛した超絶的な指さばきと音楽性は
必見、必聴！パーカッション、踊り、歌も加わり、フラメンコ音楽の真髄を見せつける！

カニサレス ： 悠久、カリブ海、魂のストリング　ほか

■ギター／フアン・マヌエル・カニサレス
■セカンド・ギター／フアン・カルロス・ゴメス
■カンテ、マンドラ、パルマ／ホセ・アンヘル・カルモナ
■バイレ、カホン、パルマ／アンヘル・ムニョス
■バイレ、カスタネット、パルマ／チャロ・エスピーノ

※カンテ＝歌
　バイレ＝舞踊
　パルマ＝手拍子

9⁄20（木）  7:00pm
全席指定 ￥5,000

3/16
（金）
先行予約
開始

500円で本格的なコンサートを
6月は、高砂市出身のマリンバ奏者の岩見玲奈。色彩豊かな音色、躍動感、そして哀愁…
喜怒哀楽さまざまな表情を持つマリンバの魅力を、たっぷりとご堪能いただきます。
8月は、関西フィルハーモニー管弦楽団首席オーボエ奏者の佛田明希子。“歌声”とも例え
られるオーボエの音色を、様々な国の作曲家による美しい旋律でお楽しみください。

3/16
（金）
先行予約
開始

こどもの日、みんな揃って音楽であそぼう！
こどもの日は、スペシャルなコンサートをプレゼント！アキラさんとアンサンブル・
ベガによる一流の演奏と愉快なトークで、とびきり楽しい１時間。開演前には楽器
体験コーナーも！大人も子どもも、みんなでワクワク音楽を楽しもう。

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
こどもの日スペシャル♪

すみれの花咲く部屋、トルコ行進曲、バッハのメヌエット（ラヴァーズ・コンチェルト）
こいのぼり、『動物の謝肉祭』（アンサンブル・ベガ版）　ほか
■出演／宮川彬良（ピアノとおはなし）＆アンサンブル・べガ

3/16
（金）
先行予約
開始

コブリンが弾く愛と煌めきのショパン
開館当初から数多の名演を聴かせてくれたコブリンが再登場。2000年ショパン
国際ピアノ・コンクールでは第3位入賞に輝き、気鋭のピアニストから大家へと
歩みを続けるコブリンによる、ショパンのピアノ・ソナタ全曲演奏会！

アレクサンダー・コブリン
ピアノ・リサイタル

ショパン ： ピアノ・ソナタ集 第1番、第2番、第3番

■ピアノ／アレクサンダー・コブリン

9⁄22（土）  2:00pm
A ￥2,000　B ￥1,000

3/16
（金）
先行予約
開始

オーディションで選ばれたメンバーがソロの腕を披露！
毎年恒例、団内オーディションで選ばれたＰＡＣメンバーによるリサイタル。今年は、
前半はファゴットのプログラムを、後半には3名のチェリストによるアンサンブルを
お贈りします。どうぞご期待ください！

ドッツァウアー ： 3本のチェロのための6つの小品より
オッフェンバック ： 協奏的大二重奏曲より、ポッパー ： レクイエム　ほか
■チェロ／佐々木賢二、トマ・シャルトル、エリナ・ファスキ

デュピュイ ： バスーン五重奏曲、O.ベルク ： めまい
ヴィラ＝ロボス ： 7つの音の輪舞曲
■バスーン／菅原早由吏　

6⁄27（水）  2:00pm
全席指定 ￥1,000

5⁄5（土・祝）  2:30pm（公演時間 ： 約60分）
おとな（中学生以上） ￥2,500　こども（3歳～小学生） ￥1,000
※3歳未満の入場不可　※膝上でのご鑑賞はご遠慮ください

楽器体験コーナーあり♪
詳しくは、

チラシをごらんください

ワンコイン・コンサート

岩見玲奈～躍動と哀愁のマリンバ
モンティ ： チャルダーシュ、西部哲哉 ： 五木の子守歌による幻想曲 第2番
リムスキー＝コルサコフ ： 熊蜂の飛行　ほか
■マリンバ／岩見玲奈　■ピアノ／冨永愛子
　　　　　　　　　　　■マリンバ、パーカッション／田村拓也6 ⁄26（火）  11:30am/3:00pm
全席指定 ￥500

い わ み れ い な

佛田明希子～オーボエの歌声
エルガー ： 愛の挨拶、シューマン ： リーダークライス op.39より
日本の歌～浜辺の歌　ほか

8 ⁄24（金）  11:30am
全席指定 ￥500

ぶ つ だ あ き こ

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！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACオーケストラ リサイタルシリーズ

■オーボエ／佛田明希子
■ピアノ／岡 純子

8⁄4（土）・5（日）各日3:00pm
S ￥6,800　A ￥5,800　B ￥4,800
S席2公演セット券  ￥13,000　※2公演同じお席でご鑑賞いただきます。

一般発売：4/21（土）

世界音楽図鑑

カニサレス フラメンコ・クインテット

2015年阪急中ホール公演より

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

3/17
（土）
先行予約
開始

愛の詩があなたの心を射抜く
世界中で愛される純愛小説の名作が芸術文化センターへ！自分の醜さゆえに愛の
告白をしないシラノ。愛の詞に酔いしれ、盲目的な愛に走るロクサーヌ。溢れる愛を
表現できないクリスチャン。３人とも、愛する人を愛したい、それだけが願いなのに、
愛が深いゆえに、相手を見失う…。誠の愛とは何なのか、誠に愛するとは何なのか、
ストレートに現代に問う作品です。

シラノ・ド・ベルジュラック

■作／エドモン・ロスタン　■演出／鈴木裕美
■出演／吉田鋼太郎、黒木 瞳　ほか

6⁄8（金）  4:30pm・9（土）  6:30pm・10（日）  11:30am／3:30pm
全席指定 ￥12,500

3歳3歳3歳から
入場可！

Ⓒ TAQMI

6⁄66 2（土）3:00pm・3（日）2:00pm
全席指定 ￥5,500

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ TAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTATAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQTA IIⒸ TAQMI

昨年の公演より



3/17
（土）
先行予約
開始

ここはどこか、ふたりは誰か、壁の向こうには何があるのか？
劇作家・脚本家エンダ・ウォルシュによる戯曲が、白井晃演出により日本初演。3年
ぶりの舞台出演となる草彅剛、テレビ・映画で活躍する松尾諭、文学座のベテラン
小林勝也という顔合わせも新鮮な、海外作家による現代戯曲を取り上げてきた
白井晃が挑む最新作です。

バリーターク

■作／エンダ・ウォルシュ
■翻訳／小宮山智津子
■演出／白井 晃
■出演／草彅 剛、松尾 諭、小林勝也

6⁄16（土）・17（日）
※開演時刻・料金等は同封のチラシをご覧ください。

3/17
（土）
先行予約
開始

深く、面白い。井上ひさし流『重喜劇』！
市井の人々の生活から東京裁判の、そして戦争の真実を問う本作。演出に井上
作品との黄金タッグで幾度も傑作を生み出してきた栗山民也を迎え、2001年版、
そして2010年版からキャストを一新。笑いと音楽をふんだんに盛り込んだ、深くて
面白い井上流・重喜劇、新生『夢の裂け目』の誕生です。

夢の裂け目

■作／井上ひさし　■演出／栗山民也
■出演／段田安則、唯月ふうか、保坂知寿、木場勝己、高田聖子、吉沢梨絵
　　　　上山竜治、玉置玲央、佐藤 誓

6⁄27（水）  6:30pm・28（木）  1:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000

3/17
（土）
先行予約
開始

今年も魅せます！ミュージシャンとパフォーマーの競演・響演
毎回内容と出演者が異なるオリジナル企画の第8弾。石川 直、レ・フレール、タップ
ダンサーRON×Ⅱがsound theaterに還ってきます！今回はレ・フレールの斎藤
守也、斎藤圭土それぞれのソロ楽曲もお楽しみいただきます。

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

sound theaterⅧ

■出演／石川 直、レ・フレール、RON×Ⅱ　ほか

一般発売：4/7（土）

3/16
（金）
先行予約
開始

アルゲリッチ絶賛のピアノ四重奏団
活動を始めて間もなくエコー・クラシック賞を受賞するなど、急速に世界一流の
仲間入りを果たした四重奏団。ピアニストのマルタ・アルゲリッチに「誰でも、もう
一度聴きたくなる」と言わしめた。弦楽器とピアノが織り成す深く味わいのある
音楽を、ぜひお楽しみください。

フォーレ四重奏団

ラフマニノフ ： 絵画的練習曲《音の絵》より（ピアノ四重奏曲版）
　　　　　　『海とカモメ』『赤頭巾ちゃんと狼』『市場の情景』
フォーレ ： ピアノ四重奏曲 第1番 ハ短調
ムソルグスキー ： 組曲『展覧会の絵』（ピアノ四重奏曲版）

フォーレ四重奏団
■ヴァイオリン／エリカ・ゲルトゼッツァー
■ヴィオラ／サーシャ・フレンブリング
■チェロ／コンスタンティン・ハイドリッヒ
■ピアノ／ディルク・モメルツ

9⁄30（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000 2016年10月公演より

3/17
（土）
先行予約
開始

向田邦子の名作がふたり芝居で蘇る
ひとまわりしか年の違わない美しい義理の母との3年ぶりの再会。ふたりは初めて
互いの、ほんとうの気持ちを知る。母を女として愛していた、息子を男として愛して
いた…。禁断の“熱”を出してしまった、揺れるふたりの甘く危険なものがたり。

ふたり芝居『家族熱』

■原作／向田邦子
■企画・台本・演出／合津直枝
■出演／ミムラ、溝端淳平

6⁄12（火）  3:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

3/16
（金）
先行予約
開始

今年も夏休みは“のだめ”の音楽会！
スクリーンの美しいイラストと解説とともに名曲を楽しめる“のだめ”の音楽会。
今年は“のだめ”ワールド全開の豪華な2プログラム。“のだめ”を知らない方も、
クラシックに詳しい方も初心者も、みなさん大満足いただける演奏会です！

茂木大輔の生で聴く
“のだめカンタービレ”の音楽会

8/4（土）
ブラームス ： ハイドンの主題による変奏曲、ガーシュイン ： ラプソディ・イン・ブルー
ブラームス ： 交響曲 第1番

8/5（日）
モーツァルト ： 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』序曲
ショパン ： ピアノ協奏曲 第1番
ブラームス ： 交響曲 第4番

■企画・指揮・おはなし／茂木大輔
■出演／4日 OBSESSION
    　　  〔三舩優子（ピアノ）、堀越 彰（ドラム）〕
    　　  5日 長富 彩（ピアノ）
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

3/16
（金）
先行予約
開始

世界最高峰のフラメンコ・ギタリスト
スペインのスーパースター、カニサレス。フラメンコ・ギタリストとして初めてベル
リン・フィルと共演し、サイモン・ラトルも絶賛した超絶的な指さばきと音楽性は
必見、必聴！パーカッション、踊り、歌も加わり、フラメンコ音楽の真髄を見せつける！

カニサレス ： 悠久、カリブ海、魂のストリング　ほか

■ギター／フアン・マヌエル・カニサレス
■セカンド・ギター／フアン・カルロス・ゴメス
■カンテ、マンドラ、パルマ／ホセ・アンヘル・カルモナ
■バイレ、カホン、パルマ／アンヘル・ムニョス
■バイレ、カスタネット、パルマ／チャロ・エスピーノ

※カンテ＝歌
　バイレ＝舞踊
　パルマ＝手拍子

9⁄20（木）  7:00pm
全席指定 ￥5,000

3/16
（金）
先行予約
開始

500円で本格的なコンサートを
6月は、高砂市出身のマリンバ奏者の岩見玲奈。色彩豊かな音色、躍動感、そして哀愁…
喜怒哀楽さまざまな表情を持つマリンバの魅力を、たっぷりとご堪能いただきます。
8月は、関西フィルハーモニー管弦楽団首席オーボエ奏者の佛田明希子。“歌声”とも例え
られるオーボエの音色を、様々な国の作曲家による美しい旋律でお楽しみください。

3/16
（金）
先行予約
開始

こどもの日、みんな揃って音楽であそぼう！
こどもの日は、スペシャルなコンサートをプレゼント！アキラさんとアンサンブル・
ベガによる一流の演奏と愉快なトークで、とびきり楽しい１時間。開演前には楽器
体験コーナーも！大人も子どもも、みんなでワクワク音楽を楽しもう。

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
こどもの日スペシャル♪

すみれの花咲く部屋、トルコ行進曲、バッハのメヌエット（ラヴァーズ・コンチェルト）
こいのぼり、『動物の謝肉祭』（アンサンブル・ベガ版）　ほか
■出演／宮川彬良（ピアノとおはなし）＆アンサンブル・べガ

3/16
（金）
先行予約
開始

コブリンが弾く愛と煌めきのショパン
開館当初から数多の名演を聴かせてくれたコブリンが再登場。2000年ショパン
国際ピアノ・コンクールでは第3位入賞に輝き、気鋭のピアニストから大家へと
歩みを続けるコブリンによる、ショパンのピアノ・ソナタ全曲演奏会！

アレクサンダー・コブリン
ピアノ・リサイタル

ショパン ： ピアノ・ソナタ集 第1番、第2番、第3番

■ピアノ／アレクサンダー・コブリン

9⁄22（土）  2:00pm
A ￥2,000　B ￥1,000

3/16
（金）
先行予約
開始

オーディションで選ばれたメンバーがソロの腕を披露！
毎年恒例、団内オーディションで選ばれたＰＡＣメンバーによるリサイタル。今年は、
前半はファゴットのプログラムを、後半には3名のチェリストによるアンサンブルを
お贈りします。どうぞご期待ください！

ドッツァウアー ： 3本のチェロのための6つの小品より
オッフェンバック ： 協奏的大二重奏曲より、ポッパー ： レクイエム　ほか
■チェロ／佐々木賢二、トマ・シャルトル、エリナ・ファスキ

デュピュイ ： バスーン五重奏曲、O.ベルク ： めまい
ヴィラ＝ロボス ： 7つの音の輪舞曲
■バスーン／菅原早由吏　

6⁄27（水）  2:00pm
全席指定 ￥1,000

5⁄5（土・祝）  2:30pm（公演時間 ： 約60分）
おとな（中学生以上） ￥2,500　こども（3歳～小学生） ￥1,000
※3歳未満の入場不可　※膝上でのご鑑賞はご遠慮ください

楽器体験コーナーあり♪
詳しくは、

チラシをごらんください

ワンコイン・コンサート

岩見玲奈～躍動と哀愁のマリンバ
モンティ ： チャルダーシュ、西部哲哉 ： 五木の子守歌による幻想曲 第2番
リムスキー＝コルサコフ ： 熊蜂の飛行　ほか
■マリンバ／岩見玲奈　■ピアノ／冨永愛子
　　　　　　　　　　　■マリンバ、パーカッション／田村拓也6 ⁄26（火）  11:30am/3:00pm
全席指定 ￥500

い わ み れ い な

佛田明希子～オーボエの歌声
エルガー ： 愛の挨拶、シューマン ： リーダークライス op.39より
日本の歌～浜辺の歌　ほか

8 ⁄24（金）  11:30am
全席指定 ￥500

ぶ つ だ あ き こ

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！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会
PACオーケストラ リサイタルシリーズ

■オーボエ／佛田明希子
■ピアノ／岡 純子

8⁄4（土）・5（日）各日3:00pm
S ￥6,800　A ￥5,800　B ￥4,800
S席2公演セット券  ￥13,000　※2公演同じお席でご鑑賞いただきます。

一般発売：4/21（土）

世界音楽図鑑

カニサレス フラメンコ・クインテット

2015年阪急中ホール公演より

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

3/17
（土）
先行予約
開始

愛の詩があなたの心を射抜く
世界中で愛される純愛小説の名作が芸術文化センターへ！自分の醜さゆえに愛の
告白をしないシラノ。愛の詞に酔いしれ、盲目的な愛に走るロクサーヌ。溢れる愛を
表現できないクリスチャン。３人とも、愛する人を愛したい、それだけが願いなのに、
愛が深いゆえに、相手を見失う…。誠の愛とは何なのか、誠に愛するとは何なのか、
ストレートに現代に問う作品です。

シラノ・ド・ベルジュラック

■作／エドモン・ロスタン　■演出／鈴木裕美
■出演／吉田鋼太郎、黒木 瞳　ほか

6⁄8（金）  4:30pm・9（土）  6:30pm・10（日）  11:30am／3:30pm
全席指定 ￥12,500

3歳3歳3歳から
入場可！

Ⓒ TAQMI

6⁄66 2（土）3:00pm・3（日）2:00pm
全席指定 ￥5,500

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ TAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTATAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQMTAQTA IIⒸ TAQMI

昨年の公演より



※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 4月号は4/9（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～3/25（日）まで
　※3/19（月）除く

※3/17（土)5:00pm以降予約受付分はおまとめ
　サービス対象外です。

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。

3/18（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

3月休館日

※3/18（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、3/20（火）より販売いたします。

4/12（木）～14（土）
4/15（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

3/16（金）～17（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 018
NEWS

3
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

Ⓒ Amancio GuillenⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ AAmanAmaAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmanAmaAmaAmanAmanAman iicio ciociociociociociocioiciociocio cio cioo ciocio GGuGGuGuGuilGuilGuGuGGuGuGu lenlenenenⒸ Amancio Guillen

Ⓒ Mikako IshiguroⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MikaMikaMikMikMikMikMikaMikaMikaMikaMikkMikaMikaMikaMikMikaMikaMikMikako Iko Iko Iko ko ko ko o o o ko ko Iko Iko Iko o o ko Iko ko shigshigshigshigshshigshigshigshigshigshigshighigshigshigshigshigshshishigurourourourourourourourororourourourororororⒸ Mikako Ishiguro

Ⓒ Mat HennekⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Mat MatMatMatMatMatMatMat MatatatatMat atMatMatMatMatatat HenHennHennHennHHHHennHennHennHennHennHennHennHennHenn kkekekekekkkekekekekekkkⒸ Mat Hennek

「シークレット・ガーデン」は3/24（土）、
「夢の裂け目」は4/7（土）、
「のだめカンタービレ」、「キス・ミー・ケイト」は
4/21（土）一般発売。

4月発売予定
5（月）、12（月）、19（月）、26（月）

大 小中
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先行予約
開 始

● 8/4（土）・5（日）
     各日3:00pｍ

● 6/8（金）4:30pｍ
　　　9（土）6:30pｍ
　　 10（日）11:30aｍ/3:30pm

● 6/27（水）2:00pｍ

● 9/20（木）7:00pｍ

● 9/22（土）2:00pｍ

● 9/30（日）2:00pｍ

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

PACオーケストラ リサイタルシリーズ

大● 5/5（土・祝）2:30pｍ宮川彬良＆アンサンブル・ベガ こどもの日スペシャル♪

茂木大輔の生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会

アレクサンダー・コブリン ピアノ・リサイタル

フォーレ四重奏団

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

sound theaterⅧ

小

小

● 6/26（火）11:30aｍ/3:00pm
大

大

大

大

大

● 8/24（金）11:30aｍ
ワンコイン･
コンサート 佛田明希子～オーボエの歌声

ぶつだ あきこ

岩見玲奈～躍動と哀愁のマリンバ
いわみ れいな

世界音楽図鑑

カニサレス フラメンコ・クインテット 中

中

中

中

中

中

ふたり芝居『家族熱』

シラノ・ド・ベルジュラック

バリーターク

● 6/12（火）3:00pｍ

中三遊亭白鳥・桃月庵白酒 二人会 ● 7/21（土）1:00pｍ

● 6/16（土）
　　　17（日）

夢の裂け目 ● 6/27（水）6:30pm
　　　28（木）1:00pm

中ミュージカル シークレット・ガーデン ● 7/24（火）1:00pm/6:00pm
　　　25（水）1:00pm

中ミュージカル・コメディ キス・ミー・ケイト ● 7/28（土）12:00pm/5:00pm
　　　29（日）12:00pm

中HANAGATA狂言2018 『真夏の狂言大作戦!』 ● 8/17（金）1:00pm

中笑福亭松喬 独演会

ブルガリア国立歌劇場『カルメン』 

● 8/19（日）2:00pm

● 10/13（土）5:00pm

● 6/2（土）3:00pｍ
　　　3（日）2:00pm17
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先行予約
開 始

“松喬”襲名後初の独演会！
亡き師匠の名跡を襲名し、名実ともに笑福亭を背負う一柱となった笑福亭松喬。
貫録、実力ともに十分。記念すべき襲名後の第一回の独演会には、東京から縁の
深いゲストの柳家さん喬を招き、華やかに皆様へお披露目いたします。

笑福亭松喬 独演会
3/17
（土）
先行予約
開始

8⁄19（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥2,500

演目は当日のお楽しみ

■出演／笑福亭松喬
■ゲスト／柳家さん喬　ほか

世代を超えて読み継がれる感動名作ミュージカル化
その扉の向こうには愛と希望が広がっている―
トニー賞３部門受賞に輝いた作品。ミュージカル界の大スター、石丸幹二と花總
まりを筆頭に、人気・実力を兼ね備えた豪華キャストが出演する注目作をお観
逃しなく！

ミュージカル
シークレット・ガーデン

3/17
（土）
先行予約
開始

7⁄24（火）  1:00pm／6:00pm・25（水）  1:00pm
全席指定 ￥12,500

大好評ミュージカル・コメディが帰ってくる！
2017年夏の上演後、お客様からの熱烈なるラブコール多数の本作が、今年の
夏もやってくる！舞台の表と裏を交互に描く「バックステージ・ミュージカル」の
傑作。素晴らしい楽曲と躍動するダンス、ミュージカルの醍醐味を心ゆくまで
ご堪能ください。

ミュージカル・コメディ
キス・ミー・ケイト

3/17
（土）
先行予約
開始

7⁄28（土）  12:00pm／5:00pm・29（日）  12:00pm
A ￥6,000　B ￥4,000

■脚本・歌詞／マーシャ・ノーマン　■音楽／ルーシー・サイモン
■原作／フランシス・ホジソン・バーネット『秘密の花園』
■演出／スタフォード・アリマ
■出演／石丸幹二、花總まり
　　　　石井一孝、昆 夏美、松田 凌　ほか

■作詞･作曲／コール･ポーター　■脚本／ベラ＆サミュエル･スピワック
■訳詞／なかにし 礼　■翻訳／丹野郁弓　■演出･振付／上島雪夫
■出演／松平 健、一路真輝、水 夏希、大山真志
　　　　川﨑麻世、ちあきしん、杉山英司（スギちゃん）、太川陽介　ほか

“声の王国”が贈るドラマティック・カルメン！
名門・ブルガリア国立歌劇場が再びやってくる！今回上演
するのはビゼーの傑作「カルメン」。現地ブルガリアで
2017年秋に初演され、人気沸騰、異例の追加公演と
なった注目のプロダクション。声の王国・ブルガリアが
贈るドラマティックな「カルメン」にご期待ください！

ブルガリア国立歌劇場
『カルメン』 

3/17
（土）
先行予約
開始

10⁄13（土）  5:00pm
A ￥15,000　B ￥13,000　C ￥11,000　D ￥8,000　E ￥5,000

■劇場総裁・演出／プラーメン・カルターロフ
■指揮／原田慶太楼
■出演／ナディア・クラスティヴァ（カルメン）　ほか

今年も真夏のHANAGATA！
新感覚の舞台を生み出し続ける、狂言・茂山千五郎家の若手ユニット
HANAGATA。今年はなんと真夏の兵庫から全国7都市ツアーへと旅立ちます！
沢山の笑いと感動をみなさまにお届けに、
今年もHANAGATAが駆けつけます！ 

HANAGATA狂言2018
『真夏の狂言大作戦!』

3/17
（土）
先行予約
開始

8⁄17（金）  1:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

上演予定演目
『蝸牛』、『伝統はたえた』、『守り神』
新作『すなの、しろ。』

■出演／茂山千五郎、茂山宗彦、茂山 茂
　　　　茂山逸平、茂山童司

3/17
（土）
先行予約
開始

新作の革命児VS古典エンターテイナー
新作落語を次々と生み出し、その荒唐無稽な展開はまさに稀代のストーリー
テラー、三遊亭白鳥と、切れ味鋭いまくらと磨きのかかった本格古典落語で魅了
する桃月庵白酒。新作と古典、どちらの江戸落語のオモシロさもここにある！聴けば
中毒になる二人の対決、お楽しみに!

三遊亭白鳥・桃月庵白酒 二人会

演目は当日のお楽しみ
オープニングトークあり！

■出演／三遊亭白鳥
　　　　桃月庵白酒

7⁄21（土）  1:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

一般発売：3/24（土）

一般発売：4/21（土）


