
※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 2月号は2/16（土）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）

1/11（金）10:00am～1/12（土）5:00pm受付分 
発送手数料500円
※1/12（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

2019

NEWS 1先行予約会員

1/13（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！

1月休館日
1/1（火・祝）、2（水）、7（月）、15（火）、21（月）、28（月）～2/4（月）
※冬季休館日がございます。予めご了承ください。

~1/20（日） ※1/15（火）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、1/14（月・祝）より販売いたします。

2月発売予定
2/21（木）～23（土）    　　　      、2/24（日） 先行予約 一般発売

大

※「春のめざめ」は2/10（日）、「かもめ」は2/16（土）一般発売。
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デイヴィッド・メイソン＆チャン・ズーホァ～幻想ストリングスへの誘い

古瀬まきを～ときめきのソプラノ、オペラアリアとの出逢い
ふるせ

小
世界音楽図鑑
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レナード・バーンスタイン
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佐渡裕が贈る、バーンスタイン・スペシャル・プログラム！ 
この春、佐渡裕芸術監督が心を込めて贈るのは、2018年に生誕100周年を迎えたバーンスタインの
特別プログラム！ソリストには小林沙羅、清水華澄、大山大輔と今をときめく豪華メンバーが勢揃い。
不朽の名作「ウェスト・サイド・ストーリー」などのミュージカル・ナンバーから迫力のオーケストラ
作品まで、バーンスタインの音楽をたっぷりお楽しみください！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

佐渡 裕 音楽の贈りもの ～We LOVE  L. B.～
1/12
（土）
先行予約
開始

■指揮・芸術監督／佐渡 裕　■ソプラノ／小林沙羅
■メゾ・ソプラノ／清水華澄　■バリトン／大山大輔　
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団　

（土）4 ⁄6 （日） 各日2:00pm・7
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

名匠ロフェの色鮮やかなオーケストレーション
2年前、統制のとれた見事な「展覧会の絵」で聴衆を虜にしたパスカル・ロフェが、色彩
豊かな音楽を再び聴かせる。かつてフランスで学び、現在パリ・エコール・ノルマルの
教授を務める日本を代表するフルート奏者、工藤重典のフランスの香り高き音楽にも
ご注目を。

芸術文化センター管弦楽団 第114回定期演奏会
パスカル・ロフェ＆工藤重典
魅惑のフランス音楽

1/12
（土）
先行予約
開始

ストラヴィンスキー：バレエ音楽「プルチネッラ」組曲
イベール：フルート協奏曲
デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」
ドビュッシー：交響詩「海」

■指揮／パスカル・ロフェ
■フルート／工藤重典
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

（金） （土）4 ⁄19 （日） 各日3:00pm・20・21
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

PACオーケストラ×ワンコイン・コンサート出演者 夢の競演

西宮ロータリークラブ presents

ドリーム・コンチェルト
1/12
（土）
先行予約
開始

モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より 序曲
　　　　　　　  “ぶってよ、マゼット”“シャンパンの歌”
モーツァルト：クラリネット協奏曲
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲　ほか
■指揮／本名徹次
■ソプラノ／内藤里美
■バリトン／池内 響
■クラリネット／持丸秀一郎
■チェロ／加藤文枝
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

（土）
  2:00pm5 ⁄18

A ￥2,000　B ￥1,000

井上道義が選ぶ、遊び心溢れるプログラム
毎回趣向を凝らせたプログラムを届ける井上道義。今回は、ラテンのリズムが炸裂
するメキシコ人作曲家マルケスの作品と、アメリカ音楽の旗手コープランドのバレエ
音楽をチョイス。ベネズエラ生まれ、エル・システマ出身のパーチョ・フローレスの卓越
した技と表情豊かなトランペットも必聴です。

芸術文化センター管弦楽団 第115回定期演奏会

井上道義 ミュージック・オブ・ジ・アメリカズ
1/12
（土）
先行予約
開始

マルケス：ダンソン 第2番
　　　　 トランペット協奏曲 ＊共同委嘱作品（日本初演）
コープランド：バレエ組曲「ロデオ」より “土曜の夜のワルツ”“ホーダウン”
　　　　　  バレエ音楽「ビリー・ザ・キッド」組曲

■指揮／井上道義
■トランペット／パーチョ・フローレス
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

（金） （土）5 ⁄24 （日） 各日3:00pm・25・26
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

下野竜也、渾身のブルックナー。今度は5番！
今シーズン最後の定期を締め括るのは、PACお馴染み下野竜也。十八番のブルッ
クナー交響曲から、今回は5番をセレクト。PAC初登場、ふくよかな歌唱が魅力の池田
香織は、得意のレパートリーであるワーグナーの歌曲を丹念に披露する。

芸術文化センター管弦楽団 第116回定期演奏会

下野竜也のブルックナー！
1/12
（土）
先行予約
開始

ワーグナー（ヘンツェ編）：女声のための５つの詩「ベーゼンドンク歌曲集」
ブルックナー：交響曲 第5番

■指揮／下野竜也
■メゾ・ソプラノ／池田香織
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団　

（金） （土）6 ⁄21 （日） 各日3:00pm・22・23
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

これまで「ワンコイン・コンサート」に出演した気鋭のアーティスト
たちがソリストとしてＰＡＣオーケストラと競演する、年に一度のス
ペシャル・コンサート。フレッシュな魅力と飛躍を続ける若き彼ら
の唯一無二のステージをお楽しみください！

ⒸTakehiko Matsumoto

6回定期演奏会

oooooooooooooooo  MaMat Mat Mat Mat MatMatMMMatMat Mat MatMatMatMaMatMMaMa sumosumosumosumosumosumottotototottttotoooⒸTakehiko MatsumotoⒸNIPPON COLUMBIA

芸術文化センタター管弦楽団 第116
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ⒸMieko Urisaka

土） （日）各日3:00pm・26
C ￥2,000 D ￥1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸMiekMiekMiekMiMiMMi kMiekMiekMiMiMi kMi kMi kMi kkMiekkMieko Uo Uo UUo Uo o Uo Uro Uro Uro Uro Uro UrUro Uro Uro Uro Uro Uro Uro UrisakkkkkkksakkksakkisakkkaaⒸMieko Urisaka

Ⓒ井村重人

日3:00pm
1,000
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ⒸHai Nam Nguyen”

る若き彼ら
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Ⓒ武藤 章

日3:00pm
1,000
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レナード・バーンスタイン

～オール・バーンスタイン・プログラム～
「音楽なんて大嫌い！」／プレリュード、フーガ＆リフス／ディヴェルティメント
『オン・ザ・タウン』より／『キャンディード』より
『ウェスト・サイド・ストーリー』より

3/2（土）5:00pm KOBELCO大ホール クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル
一部曲目決定のお知らせ

ショパン：スケルツォ第1番、第2番、第3番、第4番 ※残りの曲目については、決定しだいWEBで発表いたします。



時代を超えるチェーホフの傑作、
全役フルオーディションで復活！
不朽の名作「かもめ」が、全キャストをオーディションによって選出する新たな試みに
より生まれ変わります。演出には、多種多様なジャンルで作品を創り出してきた鈴木
裕美を迎え、6週間にも及んだオーディションを経て決定した13人の俳優たちと、
小川絵梨子による新訳「かもめ」をお贈りします。

5⁄2（木・休）  1:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000

■作／アントン・チェーホフ　■英語台本／トム・ストッパード
■翻訳／小川絵梨子　■演出／鈴木裕美
■出演／朝海ひかる、岡本あずさ、須賀貴匡、渡邊りょう　ほか

1/11
（金）
先行予約
開始

1/11
（金）
先行予約
開始

かもめ

スペイン・ルネサンス音楽の黄金時代がよみがえる！

古楽の愉しみ
タリス・スコラーズ
ビクトリアのレクイエム

1/11
（金）
先行予約
開始

人間の声はこんなにも美しい！純度の高いハーモニーと意欲的なプログラミングで
世界随一と認められる英国の無伴奏合唱団、タリス・スコラーズ。今回はスペインと
英国の作曲家をとりあげ、魂を震わせるルネサンスの聖歌を聴かせます。

6 ⁄2（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

大好評！豪華なゲストと共に確かな話芸をご堪能ください
師匠から由緒ある名跡「松喬」を昨年襲名し、実力・名跡ともに一段と重厚感を増す
笑福亭松喬。今年も豪華なゲストと共に独演会を開催します。上方落語らしさを
大切にしつつ、柔軟な創意工夫のセンスを併せ持つ実力派。どうぞお聴き逃しなく。

演目は当日のお楽しみ

■出演／笑福亭松喬　■ゲスト／桂 文治、暁 あんこ（軽業足芸）

1/11
（金）
先行予約
開始

笑福亭松喬 独演会

2017年KOBELCO大ホール公演より

天才指揮者とアメリカ軍人の正義をめぐる物語

加藤健一事務所 vol.105

Taking Sides
1/11
（金）
先行予約
開始

「戦場のピアニスト」などで知られる脚本家ロナルド・ハーウッドが、ドイツの巨匠
ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの生涯を描いた問題作に、加藤健一事務所が挑む！
ヒトラーに寵愛された天才指揮者と、彼を戦犯として問い詰めるアメリカ軍人。果た
してこの物語の結末は…？

6 ⁄2（日）  4:30pm
A ￥5,000　B ￥3,000

■作／ロナルド・ハーウッド　■訳／小田島恒志、小田島則子　■演出／鵜山 仁
■出演／加藤健一、今井朋彦、加藤 忍、小暮智美、西山聖了、小林勝也

6 ⁄9（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥2,500

多才で多彩。ピアノの奥義を極めた巨匠
ピアニスト、指揮者、作･編曲家といずれも秀でた才をもつ音楽家プレトニョフ。とに
かく美しいピアノを奏でる。ピアニスト活動を休止していた折に運命的な出会いを
した日本のピアノ、シゲル・カワイで聴かせるモーツァルトとベートーヴェンのソナタ。
価値ある時をご一緒に。

ーー予定されるプログラムーー
モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第4番 K.282
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第31番
モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第10番 K.330
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第32番

■ピアノ／ミハイル・プレトニョフ

J.S.バッハ：「主よ、人の望みの喜びよ」、シャコンヌ／アルベニス：アストゥーリアス
タレガ：アルハンブラの思い出／ピアソラ：ブエノスアイレスの四季　ほか

■ギター／ティボー・ガルシア

1/11
（金）
先行予約
開始

ミハイル・プレトニョフ
ピアノ・リサイタル

6 ⁄15（土）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

ギター界の新星・美しき貴公子、初来日！

1/11
（金）
先行予約
開始

ティボー・ガルシア ギター・リサイタル

（日）
  2:00pm6⁄16

A ￥4,000　B ￥3,000

５００円で本格的なコンサートを
　　　　　　　　　　～演奏とお話で愉しむ１時間
2019年度のワンコインも魅力的でフレッシュなアーティストが続々登場！4月は我ら
がＰＡＣオケから弦楽セクションの２人が登場。デュオ、ソロ、ピアノトリオと変化に富んだ
プログラムに期待が膨らみます。5月は可憐なソプラノ・古瀬まきをが２回公演に挑戦
です。透きとおる声と圧倒的な表現力に魅せられること必至！

ワンコイン・コンサート

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！

デイヴィッド・メイソン＆チャン・ズーホァ
 ～幻想ストリングスへの誘い
デイヴィッド・メイソン＆チャン・ズーホァ
 ～幻想ストリングスへの誘い
ベートーヴェン：ヴィオラとチェロのための二重奏曲
　　　　　　  ピアノ三重奏曲「街の歌」　ほか

■ヴィオラ／デイヴィッド・メイソン
■チェロ／チャン・ズーホァ
■ピアノ／酒井有彩

4 ⁄25（木）  11:30am
全席指定 ￥500

古瀬まきを～ときめきのソプラノ、オペラアリアとの出逢い古瀬まきを～ときめきのソプラノ、オペラアリアとの出逢い
中田喜直：はなやぐ朝
J．シュトラウス：喜歌劇「こうもり」より
　　　　　　 “侯爵さま、あなたのような方は”
バーンスタイン：「キャンディード」より“きらびやかに着飾って”　ほか

■ソプラノ／古瀬まきを　■ピアノ／藤江圭子

5 ⁄29（水）  11:30am/4:00pm 全席指定 ￥500

ふ る せ

軽やかに進化を続ける落語界の御曹司が独演会で登場！

柳家花緑 独演会

演目は当日のお楽しみ

■出演／柳家花緑　ほか

1/11
（金）
先行予約
開始

人間国宝・柳家小さんを祖父に持つ、落語界のサラブレッド、柳家花緑が待望の
独演会で登場！スピード感溢れる歯切れの良い語り口で、定評のある古典落語のほか、
劇作家などによる新作落語にも意欲的。落語の新しい未来を切り拓く旗手の話芸を
ご堪能ください。

（土）
  1:00pm6⁄1

A ￥3,000　B ￥2,000

ロシアの大地より、懐かしの調べ

世界音楽図鑑

北川 翔 風薫るバラライカ

黒い瞳／カリンカ／ララのテーマ
行商人／あなたに逢えたら
ピアソラ：オブリビオン、白い自転車　ほか

■バラライカ／北川 翔
■アコーディオン／大田智美

1/11
（金）
先行予約
開始

ロシアの民族楽器「バラライカ」とアコーディオンによるコンサート。演奏は、毎回
完売・大人気の北川翔。ロシア民謡から、映画音楽まで、哀愁溢れるバラライカの
調べをお楽しみください。

（土）
  2:00pm5⁄11

A ￥3,000　B ￥2,000

ビクトリア：レクイエム
バード：聖所にて至高なる主を賛美もて祝え
　　　 主よ、認めたまえ
ゲレーロ：あなたは完璧に美しいマリア
　　　　めでたし、いと聖なる処女
マーティン：めでたし、いと聖なる処女（ゲレーロ作品に基づく）

■指揮／ピーター・フィリップス
■無伴奏合唱／タリス・スコラーズ

ⒸRainer Maillard/DG

0 C ￥2,000 D ￥1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainRainainRainRainRainRainRainer er Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Mer Maillaillaillaaillaillaillaillaaillillaillaillaillard/ard/ard/ard/ardard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/ard/DGDGDGDGDGDGDGDGDGDGDGDGDGDDGDGDⒸRainer Maillard/DG

ⒸLuis CastillaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸLuisLuisLuisLuisLuisL iLuisLuisLuisLuisLuisLuisuisLuisLuisLuisLuisLuisLuisLuisLuis Cas CasCasCasCasCas Cas Cas CasCasCas CasCasCaCas CasCasCas CasCas Ca ttillttillttttillaaⒸLuis Castilla

スペインの血を引くフランス生まれの24歳。「GFA国際コンクール」をはじめ数多のコンクールで優勝し、世界から注目を
浴びている若き貴公子が初登場。圧倒的なテクニックと大胆且つ繊細な音色。間違いなく次世代を代表する期待の新星、
今最も聴き逃がせないギタリストです！

一般発売：2/16（土）

熱い声にお応えして、再演決定！

春のめざめ
1/11
（金）
先行予約
開始

2017年6月、鮮烈な印象を残した白井晃演出「春のめざめ」。新たなキャストを迎えて
再演します。次世代の注目若手俳優・伊藤健太郎、モデルのほか女優としても活動
する岡本夏美が新キャストとして出演するほか、初演のオーディションで抜擢された
栗原類も出演。2019年版「春のめざめ」に是非ご期待ください。

（土）
  6:00pm5⁄11 （日）

  1:00pm・12
全席指定 ￥6,500

一般発売：2/10（日）

■作／フランク・ヴェデキント　■翻訳／酒寄進一
■音楽／降谷建志　■構成・演出／白井 晃
■出演／伊藤健太郎、岡本夏美、栗原 類
　　　　 あめくみちこ、河内大和、那須佐代子、大鷹明良　ほか



時代を超えるチェーホフの傑作、
全役フルオーディションで復活！
不朽の名作「かもめ」が、全キャストをオーディションによって選出する新たな試みに
より生まれ変わります。演出には、多種多様なジャンルで作品を創り出してきた鈴木
裕美を迎え、6週間にも及んだオーディションを経て決定した13人の俳優たちと、
小川絵梨子による新訳「かもめ」をお贈りします。

5⁄2（木・休）  1:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000

■作／アントン・チェーホフ　■英語台本／トム・ストッパード
■翻訳／小川絵梨子　■演出／鈴木裕美
■出演／朝海ひかる、岡本あずさ、須賀貴匡、渡邊りょう　ほか

1/11
（金）
先行予約
開始

1/11
（金）
先行予約
開始

かもめ

スペイン・ルネサンス音楽の黄金時代がよみがえる！

古楽の愉しみ
タリス・スコラーズ
ビクトリアのレクイエム

1/11
（金）
先行予約
開始

人間の声はこんなにも美しい！純度の高いハーモニーと意欲的なプログラミングで
世界随一と認められる英国の無伴奏合唱団、タリス・スコラーズ。今回はスペインと
英国の作曲家をとりあげ、魂を震わせるルネサンスの聖歌を聴かせます。

6 ⁄2（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

大好評！豪華なゲストと共に確かな話芸をご堪能ください
師匠から由緒ある名跡「松喬」を昨年襲名し、実力・名跡ともに一段と重厚感を増す
笑福亭松喬。今年も豪華なゲストと共に独演会を開催します。上方落語らしさを
大切にしつつ、柔軟な創意工夫のセンスを併せ持つ実力派。どうぞお聴き逃しなく。

演目は当日のお楽しみ

■出演／笑福亭松喬　■ゲスト／桂 文治、暁 あんこ（軽業足芸）

1/11
（金）
先行予約
開始

笑福亭松喬 独演会

2017年KOBELCO大ホール公演より

天才指揮者とアメリカ軍人の正義をめぐる物語

加藤健一事務所 vol.105

Taking Sides
1/11
（金）
先行予約
開始

「戦場のピアニスト」などで知られる脚本家ロナルド・ハーウッドが、ドイツの巨匠
ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの生涯を描いた問題作に、加藤健一事務所が挑む！
ヒトラーに寵愛された天才指揮者と、彼を戦犯として問い詰めるアメリカ軍人。果た
してこの物語の結末は…？

6 ⁄2（日）  4:30pm
A ￥5,000　B ￥3,000

■作／ロナルド・ハーウッド　■訳／小田島恒志、小田島則子　■演出／鵜山 仁
■出演／加藤健一、今井朋彦、加藤 忍、小暮智美、西山聖了、小林勝也

6 ⁄9（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥2,500

多才で多彩。ピアノの奥義を極めた巨匠
ピアニスト、指揮者、作･編曲家といずれも秀でた才をもつ音楽家プレトニョフ。とに
かく美しいピアノを奏でる。ピアニスト活動を休止していた折に運命的な出会いを
した日本のピアノ、シゲル・カワイで聴かせるモーツァルトとベートーヴェンのソナタ。
価値ある時をご一緒に。

ーー予定されるプログラムーー
モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第4番 K.282
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第31番
モーツァルト：ピアノ・ソナタ 第10番 K.330
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第32番

■ピアノ／ミハイル・プレトニョフ

J.S.バッハ：「主よ、人の望みの喜びよ」、シャコンヌ／アルベニス：アストゥーリアス
タレガ：アルハンブラの思い出／ピアソラ：ブエノスアイレスの四季　ほか

■ギター／ティボー・ガルシア

1/11
（金）
先行予約
開始

ミハイル・プレトニョフ
ピアノ・リサイタル

6 ⁄15（土）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

ギター界の新星・美しき貴公子、初来日！

1/11
（金）
先行予約
開始

ティボー・ガルシア ギター・リサイタル

（日）
  2:00pm6⁄16

A ￥4,000　B ￥3,000

５００円で本格的なコンサートを
　　　　　　　　　　～演奏とお話で愉しむ１時間
2019年度のワンコインも魅力的でフレッシュなアーティストが続々登場！4月は我ら
がＰＡＣオケから弦楽セクションの２人が登場。デュオ、ソロ、ピアノトリオと変化に富んだ
プログラムに期待が膨らみます。5月は可憐なソプラノ・古瀬まきをが２回公演に挑戦
です。透きとおる声と圧倒的な表現力に魅せられること必至！

ワンコイン・コンサート

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！

デイヴィッド・メイソン＆チャン・ズーホァ
 ～幻想ストリングスへの誘い
デイヴィッド・メイソン＆チャン・ズーホァ
 ～幻想ストリングスへの誘い
ベートーヴェン：ヴィオラとチェロのための二重奏曲
　　　　　　  ピアノ三重奏曲「街の歌」　ほか

■ヴィオラ／デイヴィッド・メイソン
■チェロ／チャン・ズーホァ
■ピアノ／酒井有彩

4 ⁄25（木）  11:30am
全席指定 ￥500

古瀬まきを～ときめきのソプラノ、オペラアリアとの出逢い古瀬まきを～ときめきのソプラノ、オペラアリアとの出逢い
中田喜直：はなやぐ朝
J．シュトラウス：喜歌劇「こうもり」より
　　　　　　 “侯爵さま、あなたのような方は”
バーンスタイン：「キャンディード」より“きらびやかに着飾って”　ほか

■ソプラノ／古瀬まきを　■ピアノ／藤江圭子

5 ⁄29（水）  11:30am/4:00pm 全席指定 ￥500

ふ る せ

軽やかに進化を続ける落語界の御曹司が独演会で登場！

柳家花緑 独演会

演目は当日のお楽しみ

■出演／柳家花緑　ほか

1/11
（金）
先行予約
開始

人間国宝・柳家小さんを祖父に持つ、落語界のサラブレッド、柳家花緑が待望の
独演会で登場！スピード感溢れる歯切れの良い語り口で、定評のある古典落語のほか、
劇作家などによる新作落語にも意欲的。落語の新しい未来を切り拓く旗手の話芸を
ご堪能ください。

（土）
  1:00pm6⁄1

A ￥3,000　B ￥2,000

ロシアの大地より、懐かしの調べ

世界音楽図鑑

北川 翔 風薫るバラライカ

黒い瞳／カリンカ／ララのテーマ
行商人／あなたに逢えたら
ピアソラ：オブリビオン、白い自転車　ほか

■バラライカ／北川 翔
■アコーディオン／大田智美

1/11
（金）
先行予約
開始

ロシアの民族楽器「バラライカ」とアコーディオンによるコンサート。演奏は、毎回
完売・大人気の北川翔。ロシア民謡から、映画音楽まで、哀愁溢れるバラライカの
調べをお楽しみください。

（土）
  2:00pm5⁄11

A ￥3,000　B ￥2,000

ビクトリア：レクイエム
バード：聖所にて至高なる主を賛美もて祝え
　　　 主よ、認めたまえ
ゲレーロ：あなたは完璧に美しいマリア
　　　　めでたし、いと聖なる処女
マーティン：めでたし、いと聖なる処女（ゲレーロ作品に基づく）

■指揮／ピーター・フィリップス
■無伴奏合唱／タリス・スコラーズ

ⒸRainer Maillard/DG

0 C ￥2,000 D ￥1,000
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スペインの血を引くフランス生まれの24歳。「GFA国際コンクール」をはじめ数多のコンクールで優勝し、世界から注目を
浴びている若き貴公子が初登場。圧倒的なテクニックと大胆且つ繊細な音色。間違いなく次世代を代表する期待の新星、
今最も聴き逃がせないギタリストです！

一般発売：2/16（土）

熱い声にお応えして、再演決定！

春のめざめ
1/11
（金）
先行予約
開始

2017年6月、鮮烈な印象を残した白井晃演出「春のめざめ」。新たなキャストを迎えて
再演します。次世代の注目若手俳優・伊藤健太郎、モデルのほか女優としても活動
する岡本夏美が新キャストとして出演するほか、初演のオーディションで抜擢された
栗原類も出演。2019年版「春のめざめ」に是非ご期待ください。

（土）
  6:00pm5⁄11 （日）

  1:00pm・12
全席指定 ￥6,500

一般発売：2/10（日）

■作／フランク・ヴェデキント　■翻訳／酒寄進一
■音楽／降谷建志　■構成・演出／白井 晃
■出演／伊藤健太郎、岡本夏美、栗原 類
　　　　 あめくみちこ、河内大和、那須佐代子、大鷹明良　ほか



※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 2月号は2/16（土）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）

1/11（金）10:00am～1/12（土）5:00pm受付分 
発送手数料500円
※1/12（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

2019

NEWS 1先行予約会員

1/13（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！

1月休館日
1/1（火・祝）、2（水）、7（月）、15（火）、21（月）、28（月）～2/4（月）
※冬季休館日がございます。予めご了承ください。

~1/20（日） ※1/15（火）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、1/14（月・祝）より販売いたします。

2月発売予定
2/21（木）～23（土）    　　　      、2/24（日） 先行予約 一般発売

大

※「春のめざめ」は2/10（日）、「かもめ」は2/16（土）一般発売。
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コンサート

デイヴィッド・メイソン＆チャン・ズーホァ～幻想ストリングスへの誘い

古瀬まきを～ときめきのソプラノ、オペラアリアとの出逢い
ふるせ

小
世界音楽図鑑

北川 翔 風薫るバラライカ

大

大
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レナード・バーンスタイン
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佐渡裕が贈る、バーンスタイン・スペシャル・プログラム！ 
この春、佐渡裕芸術監督が心を込めて贈るのは、2018年に生誕100周年を迎えたバーンスタインの
特別プログラム！ソリストには小林沙羅、清水華澄、大山大輔と今をときめく豪華メンバーが勢揃い。
不朽の名作「ウェスト・サイド・ストーリー」などのミュージカル・ナンバーから迫力のオーケストラ
作品まで、バーンスタインの音楽をたっぷりお楽しみください！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

佐渡 裕 音楽の贈りもの ～We LOVE  L. B.～
1/12
（土）
先行予約
開始

■指揮・芸術監督／佐渡 裕　■ソプラノ／小林沙羅
■メゾ・ソプラノ／清水華澄　■バリトン／大山大輔　
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団　

（土）4 ⁄6 （日） 各日2:00pm・7
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

名匠ロフェの色鮮やかなオーケストレーション
2年前、統制のとれた見事な「展覧会の絵」で聴衆を虜にしたパスカル・ロフェが、色彩
豊かな音楽を再び聴かせる。かつてフランスで学び、現在パリ・エコール・ノルマルの
教授を務める日本を代表するフルート奏者、工藤重典のフランスの香り高き音楽にも
ご注目を。

芸術文化センター管弦楽団 第114回定期演奏会
パスカル・ロフェ＆工藤重典
魅惑のフランス音楽

1/12
（土）
先行予約
開始

ストラヴィンスキー：バレエ音楽「プルチネッラ」組曲
イベール：フルート協奏曲
デュカス：交響詩「魔法使いの弟子」
ドビュッシー：交響詩「海」

■指揮／パスカル・ロフェ
■フルート／工藤重典
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

（金） （土）4 ⁄19 （日） 各日3:00pm・20・21
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

PACオーケストラ×ワンコイン・コンサート出演者 夢の競演

西宮ロータリークラブ presents

ドリーム・コンチェルト
1/12
（土）
先行予約
開始

モーツァルト：歌劇「ドン・ジョヴァンニ」より 序曲
　　　　　　　  “ぶってよ、マゼット”“シャンパンの歌”
モーツァルト：クラリネット協奏曲
ドヴォルザーク：チェロ協奏曲　ほか
■指揮／本名徹次
■ソプラノ／内藤里美
■バリトン／池内 響
■クラリネット／持丸秀一郎
■チェロ／加藤文枝
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

（土）
  2:00pm5 ⁄18

A ￥2,000　B ￥1,000

井上道義が選ぶ、遊び心溢れるプログラム
毎回趣向を凝らせたプログラムを届ける井上道義。今回は、ラテンのリズムが炸裂
するメキシコ人作曲家マルケスの作品と、アメリカ音楽の旗手コープランドのバレエ
音楽をチョイス。ベネズエラ生まれ、エル・システマ出身のパーチョ・フローレスの卓越
した技と表情豊かなトランペットも必聴です。

芸術文化センター管弦楽団 第115回定期演奏会

井上道義 ミュージック・オブ・ジ・アメリカズ
1/12
（土）
先行予約
開始

マルケス：ダンソン 第2番
　　　　 トランペット協奏曲 ＊共同委嘱作品（日本初演）
コープランド：バレエ組曲「ロデオ」より “土曜の夜のワルツ”“ホーダウン”
　　　　　  バレエ音楽「ビリー・ザ・キッド」組曲

■指揮／井上道義
■トランペット／パーチョ・フローレス
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

（金） （土）5 ⁄24 （日） 各日3:00pm・25・26
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

下野竜也、渾身のブルックナー。今度は5番！
今シーズン最後の定期を締め括るのは、PACお馴染み下野竜也。十八番のブルッ
クナー交響曲から、今回は5番をセレクト。PAC初登場、ふくよかな歌唱が魅力の池田
香織は、得意のレパートリーであるワーグナーの歌曲を丹念に披露する。

芸術文化センター管弦楽団 第116回定期演奏会

下野竜也のブルックナー！
1/12
（土）
先行予約
開始

ワーグナー（ヘンツェ編）：女声のための５つの詩「ベーゼンドンク歌曲集」
ブルックナー：交響曲 第5番

■指揮／下野竜也
■メゾ・ソプラノ／池田香織
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団　

（金） （土）6 ⁄21 （日） 各日3:00pm・22・23
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

これまで「ワンコイン・コンサート」に出演した気鋭のアーティスト
たちがソリストとしてＰＡＣオーケストラと競演する、年に一度のス
ペシャル・コンサート。フレッシュな魅力と飛躍を続ける若き彼ら
の唯一無二のステージをお楽しみください！

ⒸTakehiko Matsumoto

6回定期演奏会

oooooooooooooooo  MaMat Mat Mat Mat MatMatMMMatMat Mat MatMatMatMaMatMMaMa sumosumosumosumosumosumottotototottttotoooⒸTakehiko MatsumotoⒸNIPPON COLUMBIA

芸術文化センタター管弦楽団 第116
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（土
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ⒸMieko Urisaka

土） （日）各日3:00pm・26
C ￥2,000 D ￥1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸMiekMiekMiekMiMiMMi kMiekMiekMiMiMi kMi kMi kMi kkMiekkMieko Uo Uo UUo Uo o Uo Uro Uro Uro Uro Uro UrUro Uro Uro Uro Uro Uro Uro UrisakkkkkkksakkksakkisakkkaaⒸMieko Urisaka

Ⓒ井村重人

日3:00pm
1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ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

ⒸHai Nam Nguyen”

る若き彼ら

ⒸⒸⒸⒸⒸHaiHaHaiHai HHai HaHaiHHaHai HaiHai Hai Hai HaH Nam Nam NamNamNNNNamamamNamNNam NamNam Nam NguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyNguyeneneneⒸHai Nam Nguyen

Ⓒ武藤 章

日3:00pm
1,000
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レナード・バーンスタイン

～オール・バーンスタイン・プログラム～
「音楽なんて大嫌い！」／プレリュード、フーガ＆リフス／ディヴェルティメント
『オン・ザ・タウン』より／『キャンディード』より
『ウェスト・サイド・ストーリー』より

3/2（土）5:00pm KOBELCO大ホール クリスチャン・ツィメルマン ピアノ・リサイタル
一部曲目決定のお知らせ

ショパン：スケルツォ第1番、第2番、第3番、第4番 ※残りの曲目については、決定しだいWEBで発表いたします。


