
※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4/6（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）

3/22（金）10:00am～23（土）5:00pm受付分
発送手数料500円
※3/23（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 3先行予約会員

3/24（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！

3月休館日
3/4（月）、11（月）、18（月）、25（月）

~3/31（日） ※3/25（月）除く

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、3/26（火）より販売いたします。

4月発売予定
4/11（木）～13（土）    　　　      、4/14（日） 先行予約 一般発売

大

※「イン・ザ・プール」は3/30（土）、「キネマと恋人」は4/13（土）、
　「黒白珠」は4/14（日）、「のだめカンタービレ」は4/20（土）一般発売。

小

中

中

中

中

中
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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

電話番号のおかけ間違いにご注意ください

0798-68-0255

芸術文化センターチケットオフィス

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。

芸術文化センターチケットオフィスへの電話番号のおかけ間違いが多数発生しております。
ご予約、お問い合わせの際には、番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。 （10:00AM～5:00PM／月曜休み※祝日の場合は翌日）

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！！

お願い

変な奴らの話です。

イン・ザ・プール
3/23
（土）
先行予約
開始

2005年に映画化もされた奥田英朗の人気小説を舞台化。観る者が椅子から転げ
落ちるような、理屈抜きで笑える話です。渡辺徹演じる伊良部一郎は、色白でデブ
のトンデモない精神科医。その患者で、原因不明の不調に悩む大森和雄を、内博貴が
演じます。

7 ⁄25（木）  7:00pm・26（金）  1:00pm
全席指定 ￥4,500

■原作／奥田英朗『イン・ザ・プール』（文春文庫）
■上演台本・演出／笹部博司
■出演／渡辺 徹、内 博貴

石田ひかりが西宮に帰ってくる！

A列車に乗っていこう
3/23
（土）
先行予約
開始

難病を患っていた少女そらと、彼女の看護師で個人教師でもある時枝。二人は列車に
乗って行くあてのない旅に出る。暗闇と光の射す方を行き来する二人の旅路は一体
どこに向かうのか―。石田ひかりが、新世代女優・松風理咲と共に、北村想の宇宙的
な劇世界に挑戦します。

8 ⁄17（土）  3:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

■作／北村 想　■演出／日澤雄介
■出演／石田ひかり、松風理咲 22
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コンサート

岩谷 弦 ～ヴァイオリン、飛躍のとき

水無瀬一成 ～勇み立つ独奏ホルン
み  な  せ かずなり

いわや げ ん

2016年に数々の演劇賞に輝いた話題作、待望の再演！

キネマと恋人
3/23
（土）
先行予約
開始

ウディ・アレン監督の映画「カイロの紫のバラ」にインスパイアされた話題作「キネマと恋人」が待望の再演！
日本の架空の港町を舞台に、映画への愛あふれる、ロマンティックでファンタジックなコメディが息づきはじめる。

・6（土）  12:30pm/5:30pm・7（日）  12:30pm7 ⁄3（水）  6:30pm・4（木）  1:00pm/6:30pm・5（金）  1:00pm
全席指定 ￥9,000

■台本・演出／ケラリーノ・サンドロヴィッチ
■振付／小野寺修二
■出演／妻夫木聡、緒川たまき、ともさかりえ、三上市朗、佐藤 誓、橋本 淳、尾方宜久、廣川三憲、村岡希美　ほか
■映像出演／野村萬斎、奥村佳恵

一般発売：4/13（土）

一般発売：3/30（土）

0798-68-0255

お知らせ
キアロスクーロ・カルテット 曲目変更のお知らせ　4/27（土）2:00pm 神戸女学院小ホール
先行予約会員News2月号で掲載しました通り、出演者の都合により、以下の通り曲目が変更となりましたので、お詫びとともにお知らせいたします。
［変更後］バッハ：「フーガの技法」より抜粋、メンデルスゾーン：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」



3/22
（金）
先行予約
開始

新しい才能！兵庫リサイタル・デビュー！

ヴェロニカ・エーベルレ
ヴァイオリン・リサイタル

3/22
（金）
先行予約
開始

わずか16歳でサイモン・ラトル指揮ベルリン・フィルと共演した才能、ヴェロニカ・
エーベルレ。その後も、ロンドン交響楽団、コンセルトヘボウ管、ニューヨーク・フィル
などと共演、世界が認めるヴァイオリニストの兵庫初リサイタルが実現！

9 ⁄16（月・祝）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

■作／レイモンド・カーヴァー
■翻訳／村上春樹
■演出／谷 賢一　■ピアノ演奏／阿部篤志
■出演／仲村トオル、手塚とおる、矢崎 広　ほか
　各俳優の出演日、リーディング作品名等の詳細は同封のチラシでご確認下さい

簡潔で無駄のない鮮やかな描写、惹き込まれる不思議な
ストーリー・テリング カーヴァー文学へようこそ！

兵庫県立芸術文化センター／トライストーン・エンタテイメント共同製作

リーディングシアター
レイモンド・カーヴァーの世界

（土）5⁄25 （日）各日2:00pm・26
全席指定 ￥4,500

チャイコフスキー：なつかしい土地の想い出
バルトーク：狂詩曲 第1番
パガニーニ：カンタービレ
フランク：ヴァイオリン・ソナタ　ほか

■ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ
■ピアノ／児玉麻里

多感な青年の父への愛情、母への憧憬、
そして自立への葛藤を描く

黒白珠 ーKOKU BYAKU JUー
3/23
（土）
先行予約
開始

3/23
（土）
先行予約
開始

今注目のクリエーター、青木豪と河原雅彦のタッグで、長崎に暮らす親子の物語が
誕生します。父と子の愛情と葛藤が心に迫る本作へ、父親役には風間杜夫、息子役
には松下優也が出演決定！すれ違う家族の心に救いは訪れるのか？どうぞご期待
ください。

6 ⁄28 （土）
  12:00pm/5:00pm・30・29 （日）

  12:00pm
（金）
  3:00pm

全席指定 ￥9,500

■脚本／青木 豪
■演出／河原雅彦
■出演／松下優也、風間杜夫　ほか

昨年の公演が大好評であったため、もっと多くの方々にカーヴァー作品を堪能して
いただくことを願い上演します。不可解なタイトルと魅力的な読み手にご注目を！
情けなく哀しく、突き放される感もありながらハマってしまう作品世界！

Ⓒ Vincent GarnierⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ VincVincVincVincVincVincVincVincViVincVincVincVVinVincVincVincVincVin enttentent tttenttent entttententntent entent GGGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGGGarnGarnGarnierieriererererererereriererererrrⒸ Vincent Garnier

スダーン×PACのモーツァルト、集大成がここに

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 第10回

3/22
（金）
先行予約
開始

3/22
（金）
先行予約
開始

6 ⁄8（土）  3:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

すみれの花咲く部屋
雷鳴と稲妻
モルダウ
うみ
威風堂々　ほか

■出演／宮川彬良（ピアノ、トーク）
　　　　アンサンブル・べガ

こどもの日、みんなで音楽を楽しもう！

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
こどもの日スペシャル♪

（日・祝）
  2:30pm（公演時間：約60分）5⁄5

おとな（中学生以上） ￥2,500　こども（3歳～小学生） ￥1,000

モーツァルト：ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
　　　　　  レクイエム ニ短調 K.626 

■指揮／ユベール・スダーン
■ピアノ／田村 響
■ソプラノ／四方典子
■アルト／山田愛子
■テノール／二塚直紀
■バス／萩原寛明
■合唱／オープニング記念第9合唱団
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

500円で本格的なコンサートを～演奏とお話の１時間

3/22
（金）
先行予約
開始

７月は全日本学生音楽コンクール全国１位のヴァイオリン・岩谷弦。午前・午後と
異なるプログラムです。2人の作曲家による「カルメン幻想曲」聴き比べもお楽しみ
ください。８月はホルンの水無瀬一成。昨年まで日本センチュリー交響楽団、現在は
京都市交響楽団と関西のオーケストラで大活躍中のホルン奏者です。

選ばれしメンバーがソロの技で魅せる！
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。今回は、
前半にパーカッション・プログラム、後半はホルンとトロンボーンの2名によるブラス・
プログラムをお届けします。メンバーのソリストとしての技をお楽しみください。

6 ⁄26（水）  2:00pm
全席指定 ￥1,000

毎年お楽しみ、こどもの日のスペシャルコンサート！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、あっという間の一時間。開演前には楽器体験
コーナーも！お子さまからおじいさま、おばあさままで、みんなで楽しい音楽の時を
過ごしましょう！
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Ⓒ 武藤 章

6 ⁄8（土）3:0
A ￥3 000
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Ⓒ Mikako Ishiguro

（日・祝）
2:30pm（公演時間：約5⁄5

おとな（中学生以上） ￥2,500

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MikaMikaMikaMikMikMikMikMikMikaMikaMikMikMikMikMikMikaMikaMMikaMik ko ko Iko Iko Iko ko ko koo o o o ko Iko Iko Iko ooo ko IshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigurourourourourourourourorororourourourourourororⒸ Mikako Ishiguro

おかげさまで通算100回越え！

生で聴く
“のだめカンタービレ”の音楽会

スクリーンのイラストと解説とともに名曲を楽しめる“のだめ”の音楽会が今夏もやって
くる！1日目は華麗なオーケストラサウンドの醍醐味を心ゆくまで堪能できるスペシャル
プログラム。2日目はモーツァルトの魅力を大特集します。どちらも聴き逃せません！

8 ⁄3（土）・4（日）各日3:00pm
S ￥6,800　A ￥5,800　B ￥4,800
S席2公演セット券  ￥12,800　※2公演同じお席でご鑑賞いただきます。

8/3（土） のだめカンタービレと管弦楽の魔術師たち
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 
ムソルグスキー（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」　ほか

8/4（日） のだめカンタービレのモーツァルト
～オール・モーツァルト・プログラム～
２台のピアノのためのソナタ K.448より 第１楽章、オーボエ協奏曲 K.314　
交響曲 第41番 K.551 「ジュピター」　ほか
（特別解説「モーツァルトの人生」 ※実演付き）

■企画・指揮・おはなし／茂木大輔
　　　　　　　　　　  （「のだめカンタービレ」ドラマ・アニメのクラシック監修）
■ピアノ（4日）／酒井有彩、太田糸音 
■オーボエ（4日）／浅原由香
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

ワンコイン・コンサート

一般発売：4/20（土）

一般発売：4/14（日）

※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

3歳3歳3歳から
入場可！

名匠スダーンと贈るモーツァルト・プログラム。シリーズ最終回となる今回は、ロン・
ティボー国際コンクールの覇者、田村響を迎えてのモーツァルト最後のピアノ協奏曲
第27番、そして最晩年の未完の名作「レクイエム」をお届けします。端正なタクトから
生まれるスダーンならではのモーツァルト・サウンドにご期待を！

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

3/22
（金）
先行予約
開始

岩谷 弦 ～ヴァイオリン、飛躍のとき
い わ や げ ん

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！

7 ⁄31（水）  11:30am/3:00pm　全席指定 ￥500

モーツァルト：ホルン五重奏
J.フランセ：ディヴェルティメント　ほか

■ホルン／水無瀬一成　■ピアノ／岡 純子
■ヴァイオリン／西川茉利奈
■ヴィオラ／増永雄記、永松祐子
■チェロ／望月稔子

水無瀬一成 ～勇み立つ独奏ホルン
み な せ かずなり

8 ⁄27（火）  11:30am　全席指定 ￥500

2018年KOBELCO大ホール公演より
昨年の公演より

ー前　半ー
ダドゥル：パラレル・ラインズ
メリッツ：タイト・セーターより　ほか 
■ティンパニ＆パーカッション／デイヴ・バーンズ
■ピアノ／藤本真基子

ー後　半ー
シューマン：幻想小曲集 op.73
　　　　　３つのロマンス op.94
プログ：金管楽器のための三重奏曲 
■ホルン／ジョシュア・ブルメンサル
■トロンボーン／橘田達郎
■ピアノ／岡 純子　

Ⓒ Felix Broede

9 ⁄16（月・祝）2:00pm
A ￥3,000 B ￥1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ FeFeliFeliFeFFFFFeliFeliFeFeFeFeFeliFeliFeFFFF x Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx x Brx Brx Brx Brx Brx BrBx Br dddoedeoedeoedeoedeoedeoedeoedeoededddoedeoedeoedeoedeoedeoededⒸ Felix Broede

  11：30am 　サラサーテ：カルメン幻想曲
　　　　　   ラヴェル：ツィガーヌ　ほか
    3：00pm 　ワックスマン：カルメン幻想曲
　　　　　   ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー ほか

■ヴァイオリン／岩谷 弦
■ピアノ／松岡 淳



3/22
（金）
先行予約
開始

新しい才能！兵庫リサイタル・デビュー！

ヴェロニカ・エーベルレ
ヴァイオリン・リサイタル

3/22
（金）
先行予約
開始

わずか16歳でサイモン・ラトル指揮ベルリン・フィルと共演した才能、ヴェロニカ・
エーベルレ。その後も、ロンドン交響楽団、コンセルトヘボウ管、ニューヨーク・フィル
などと共演、世界が認めるヴァイオリニストの兵庫初リサイタルが実現！

9 ⁄16（月・祝）  2:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

■作／レイモンド・カーヴァー
■翻訳／村上春樹
■演出／谷 賢一　■ピアノ演奏／阿部篤志
■出演／仲村トオル、手塚とおる、矢崎 広　ほか
　各俳優の出演日、リーディング作品名等の詳細は同封のチラシでご確認下さい

簡潔で無駄のない鮮やかな描写、惹き込まれる不思議な
ストーリー・テリング カーヴァー文学へようこそ！

兵庫県立芸術文化センター／トライストーン・エンタテイメント共同製作

リーディングシアター
レイモンド・カーヴァーの世界

（土）5⁄25 （日）各日2:00pm・26
全席指定 ￥4,500

チャイコフスキー：なつかしい土地の想い出
バルトーク：狂詩曲 第1番
パガニーニ：カンタービレ
フランク：ヴァイオリン・ソナタ　ほか

■ヴァイオリン／ヴェロニカ・エーベルレ
■ピアノ／児玉麻里

多感な青年の父への愛情、母への憧憬、
そして自立への葛藤を描く

黒白珠 ーKOKU BYAKU JUー
3/23
（土）
先行予約
開始

3/23
（土）
先行予約
開始

今注目のクリエーター、青木豪と河原雅彦のタッグで、長崎に暮らす親子の物語が
誕生します。父と子の愛情と葛藤が心に迫る本作へ、父親役には風間杜夫、息子役
には松下優也が出演決定！すれ違う家族の心に救いは訪れるのか？どうぞご期待
ください。

6 ⁄28 （土）
  12:00pm/5:00pm・30・29 （日）

  12:00pm
（金）
  3:00pm

全席指定 ￥9,500

■脚本／青木 豪
■演出／河原雅彦
■出演／松下優也、風間杜夫　ほか

昨年の公演が大好評であったため、もっと多くの方々にカーヴァー作品を堪能して
いただくことを願い上演します。不可解なタイトルと魅力的な読み手にご注目を！
情けなく哀しく、突き放される感もありながらハマってしまう作品世界！

Ⓒ Vincent GarnierⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ VincVincVincVincVincVincVincVincViVincVincVincVVinVincVincVincVincVin enttentent tttenttent entttententntent entent GGGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGarnGGGarnGarnGarnierieriererererererereriererererrrⒸ Vincent Garnier

スダーン×PACのモーツァルト、集大成がここに

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 第10回

3/22
（金）
先行予約
開始

3/22
（金）
先行予約
開始

6 ⁄8（土）  3:00pm
A ￥3,000　B ￥1,000

すみれの花咲く部屋
雷鳴と稲妻
モルダウ
うみ
威風堂々　ほか

■出演／宮川彬良（ピアノ、トーク）
　　　　アンサンブル・べガ

こどもの日、みんなで音楽を楽しもう！

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
こどもの日スペシャル♪

（日・祝）
  2:30pm（公演時間：約60分）5⁄5

おとな（中学生以上） ￥2,500　こども（3歳～小学生） ￥1,000

モーツァルト：ピアノ協奏曲 第27番 変ロ長調 K.595
　　　　　  レクイエム ニ短調 K.626 

■指揮／ユベール・スダーン
■ピアノ／田村 響
■ソプラノ／四方典子
■アルト／山田愛子
■テノール／二塚直紀
■バス／萩原寛明
■合唱／オープニング記念第9合唱団
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

500円で本格的なコンサートを～演奏とお話の１時間

3/22
（金）
先行予約
開始

７月は全日本学生音楽コンクール全国１位のヴァイオリン・岩谷弦。午前・午後と
異なるプログラムです。2人の作曲家による「カルメン幻想曲」聴き比べもお楽しみ
ください。８月はホルンの水無瀬一成。昨年まで日本センチュリー交響楽団、現在は
京都市交響楽団と関西のオーケストラで大活躍中のホルン奏者です。

選ばれしメンバーがソロの技で魅せる！
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。今回は、
前半にパーカッション・プログラム、後半はホルンとトロンボーンの2名によるブラス・
プログラムをお届けします。メンバーのソリストとしての技をお楽しみください。

6 ⁄26（水）  2:00pm
全席指定 ￥1,000

毎年お楽しみ、こどもの日のスペシャルコンサート！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、あっという間の一時間。開演前には楽器体験
コーナーも！お子さまからおじいさま、おばあさままで、みんなで楽しい音楽の時を
過ごしましょう！

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

Ⓒ 武藤 章

6 ⁄8（土）3:0
A ￥3 000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章武藤 章Ⓒ 武藤 章

Ⓒ Mikako Ishiguro

（日・祝）
2:30pm（公演時間：約5⁄5

おとな（中学生以上） ￥2,500

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MikaMikaMikaMikMikMikMikMikMikaMikaMikMikMikMikMikMikaMikaMMikaMik ko ko Iko Iko Iko ko ko koo o o o ko Iko Iko Iko ooo ko IshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigshigurourourourourourourourorororourourourourourororⒸ Mikako Ishiguro

おかげさまで通算100回越え！

生で聴く
“のだめカンタービレ”の音楽会

スクリーンのイラストと解説とともに名曲を楽しめる“のだめ”の音楽会が今夏もやって
くる！1日目は華麗なオーケストラサウンドの醍醐味を心ゆくまで堪能できるスペシャル
プログラム。2日目はモーツァルトの魅力を大特集します。どちらも聴き逃せません！

8 ⁄3（土）・4（日）各日3:00pm
S ￥6,800　A ￥5,800　B ￥4,800
S席2公演セット券  ￥12,800　※2公演同じお席でご鑑賞いただきます。

8/3（土） のだめカンタービレと管弦楽の魔術師たち
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
R.シュトラウス：交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 
ムソルグスキー（ラヴェル編）：組曲「展覧会の絵」　ほか

8/4（日） のだめカンタービレのモーツァルト
～オール・モーツァルト・プログラム～
２台のピアノのためのソナタ K.448より 第１楽章、オーボエ協奏曲 K.314　
交響曲 第41番 K.551 「ジュピター」　ほか
（特別解説「モーツァルトの人生」 ※実演付き）

■企画・指揮・おはなし／茂木大輔
　　　　　　　　　　  （「のだめカンタービレ」ドラマ・アニメのクラシック監修）
■ピアノ（4日）／酒井有彩、太田糸音 
■オーボエ（4日）／浅原由香
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

ワンコイン・コンサート

一般発売：4/20（土）

一般発売：4/14（日）

※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

3歳3歳3歳から
入場可！

名匠スダーンと贈るモーツァルト・プログラム。シリーズ最終回となる今回は、ロン・
ティボー国際コンクールの覇者、田村響を迎えてのモーツァルト最後のピアノ協奏曲
第27番、そして最晩年の未完の名作「レクイエム」をお届けします。端正なタクトから
生まれるスダーンならではのモーツァルト・サウンドにご期待を！

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

3/22
（金）
先行予約
開始

岩谷 弦 ～ヴァイオリン、飛躍のとき
い わ や げ ん

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！

7 ⁄31（水）  11:30am/3:00pm　全席指定 ￥500

モーツァルト：ホルン五重奏
J.フランセ：ディヴェルティメント　ほか

■ホルン／水無瀬一成　■ピアノ／岡 純子
■ヴァイオリン／西川茉利奈
■ヴィオラ／増永雄記、永松祐子
■チェロ／望月稔子

水無瀬一成 ～勇み立つ独奏ホルン
み な せ かずなり

8 ⁄27（火）  11:30am　全席指定 ￥500

2018年KOBELCO大ホール公演より
昨年の公演より

ー前　半ー
ダドゥル：パラレル・ラインズ
メリッツ：タイト・セーターより　ほか 
■ティンパニ＆パーカッション／デイヴ・バーンズ
■ピアノ／藤本真基子

ー後　半ー
シューマン：幻想小曲集 op.73
　　　　　３つのロマンス op.94
プログ：金管楽器のための三重奏曲 
■ホルン／ジョシュア・ブルメンサル
■トロンボーン／橘田達郎
■ピアノ／岡 純子　

Ⓒ Felix Broede

9 ⁄16（月・祝）2:00pm
A ￥3,000 B ￥1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ FeFeliFeliFeFFFFFeliFeliFeFeFeFeFeliFeliFeFFFF x Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx Brx x Brx Brx Brx Brx Brx BrBx Br dddoedeoedeoedeoedeoedeoedeoedeoededddoedeoedeoedeoedeoedeoededⒸ Felix Broede

  11：30am 　サラサーテ：カルメン幻想曲
　　　　　   ラヴェル：ツィガーヌ　ほか
    3：00pm 　ワックスマン：カルメン幻想曲
　　　　　   ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー ほか

■ヴァイオリン／岩谷 弦
■ピアノ／松岡 淳



※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4/6（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）

3/22（金）10:00am～23（土）5:00pm受付分
発送手数料500円
※3/23（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 3先行予約会員

3/24（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！

3月休館日
3/4（月）、11（月）、18（月）、25（月）

~3/31（日） ※3/25（月）除く

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、3/26（火）より販売いたします。

4月発売予定
4/11（木）～13（土）    　　　      、4/14（日） 先行予約 一般発売

大

※「イン・ザ・プール」は3/30（土）、「キネマと恋人」は4/13（土）、
　「黒白珠」は4/14（日）、「のだめカンタービレ」は4/20（土）一般発売。

小

中

中

中

中

中
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㈯

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

電話番号のおかけ間違いにご注意ください

0798-68-0255

芸術文化センターチケットオフィス

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。

芸術文化センターチケットオフィスへの電話番号のおかけ間違いが多数発生しております。
ご予約、お問い合わせの際には、番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。 （10:00AM～5:00PM／月曜休み※祝日の場合は翌日）

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！！

お願い

変な奴らの話です。

イン・ザ・プール
3/23
（土）
先行予約
開始

2005年に映画化もされた奥田英朗の人気小説を舞台化。観る者が椅子から転げ
落ちるような、理屈抜きで笑える話です。渡辺徹演じる伊良部一郎は、色白でデブ
のトンデモない精神科医。その患者で、原因不明の不調に悩む大森和雄を、内博貴が
演じます。

7 ⁄25（木）  7:00pm・26（金）  1:00pm
全席指定 ￥4,500

■原作／奥田英朗『イン・ザ・プール』（文春文庫）
■上演台本・演出／笹部博司
■出演／渡辺 徹、内 博貴

石田ひかりが西宮に帰ってくる！

A列車に乗っていこう
3/23
（土）
先行予約
開始

難病を患っていた少女そらと、彼女の看護師で個人教師でもある時枝。二人は列車に
乗って行くあてのない旅に出る。暗闇と光の射す方を行き来する二人の旅路は一体
どこに向かうのか―。石田ひかりが、新世代女優・松風理咲と共に、北村想の宇宙的
な劇世界に挑戦します。

8 ⁄17（土）  3:00pm
A ￥3,500　B ￥2,000

■作／北村 想　■演出／日澤雄介
■出演／石田ひかり、松風理咲 22

㈮
先
行
予
約
開
始 小

大

大

大

大

大

大ワンコイン･
コンサート

岩谷 弦 ～ヴァイオリン、飛躍のとき

水無瀬一成 ～勇み立つ独奏ホルン
み  な  せ かずなり

いわや げ ん

2016年に数々の演劇賞に輝いた話題作、待望の再演！

キネマと恋人
3/23
（土）
先行予約
開始

ウディ・アレン監督の映画「カイロの紫のバラ」にインスパイアされた話題作「キネマと恋人」が待望の再演！
日本の架空の港町を舞台に、映画への愛あふれる、ロマンティックでファンタジックなコメディが息づきはじめる。

・6（土）  12:30pm/5:30pm・7（日）  12:30pm7 ⁄3（水）  6:30pm・4（木）  1:00pm/6:30pm・5（金）  1:00pm
全席指定 ￥9,000

■台本・演出／ケラリーノ・サンドロヴィッチ
■振付／小野寺修二
■出演／妻夫木聡、緒川たまき、ともさかりえ、三上市朗、佐藤 誓、橋本 淳、尾方宜久、廣川三憲、村岡希美　ほか
■映像出演／野村萬斎、奥村佳恵

一般発売：4/13（土）

一般発売：3/30（土）

0798-68-0255

お知らせ
キアロスクーロ・カルテット 曲目変更のお知らせ　4/27（土）2:00pm 神戸女学院小ホール
先行予約会員News2月号で掲載しました通り、出演者の都合により、以下の通り曲目が変更となりましたので、お詫びとともにお知らせいたします。
［変更後］バッハ：「フーガの技法」より抜粋、メンデルスゾーン：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」


