


（土）
先行予約
開始

“今、最も旬な落語家の一人”立川談春、3年ぶりの登場！
師匠・談志との師弟関係や前座生活を綴ったエッセイ「赤めだか」の執筆、ドラマ
「下町ロケット」や映画「七つの会議」への出演など、落語以外でもマルチな才能を
発揮している立川談春の独演会。
独特の話芸で魅せる斬新さは注目を浴び、「新世代の名人」とも評されています。
若い世代からの支持も厚い注目の高座をお聴き逃しなく！

■出演／立川談春

立川談春 独演会

（日・祝）
全席指定 ￥4,400
5 3 （月・祝） 各日2:00pm・4
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３歳から大人まで楽しめるクラシック・コンサート！
さあ今年もやって来ました！とびきり楽しい子どものためのコンサート。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。音楽に触れる楽しい時間を過ごしましょう！

すみれの花咲く部屋、赤とんぼ　ほか 

■出演／宮川彬良（ピアノとお話し）＆アンサンブル・べガ

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
こどもの日スペシャル♪

（土）
先行予約
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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
6月は、2018年ミュンヘン国際音楽コンクール第1位の葵トリオが登場。
小川響子（ヴァイオリン）はスーパーキッズ・オーケストラ出身、伊東裕（チェロ）と秋元
孝介（ピアノ）は、ともにワンコイン・コンサートの出演経験ありという、芸文センター
に馴染み深い3名によるトリオ演奏です。

8月は“口笛”のワンコイン・コンサート。国際口笛大会で優勝した磨き抜かれた
口笛を、儀間太久実が披露します。口笛で紡がれる圧倒的な演奏で、みなさまの
“口笛”への概念が覆ること間違いなし！2000席の大ホールで味わう口笛の世界を
どうぞお楽しみに。

（土）
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劇団旗揚げ公演の地・西宮で待望の上演！
1950年、宇野重吉、滝沢修、北林谷栄らを中心に誕生した劇団民藝は、その旗揚げ
公演を兵庫県西宮市で実施しました。その西宮の地で、劇団70周年にあたる2020年、
全国各地で350回以上の上演を重ねてきた劇作家・斎藤憐の代表作を新たな陣容で
お届けします。戦後75年、平和の願いをこめた渾身の舞台が、いま蘇ります。

■作／斎藤 憐　■演出／丹野郁弓
■出演／岡本健一（客演）
　　　　中地美佐子
　　　　神保有輝美
　　　　千葉茂則
　　　　塩田泰久　ほか

劇団民藝７０周年記念

「グレイクリスマス」

（土）
  2:00pm

全席指定 ￥5,500
※アンダー30券（4,000円）の芸術文化センターでの販売はありません。
　取扱いは同封のチラシをご参照ください。

6 27

（火・祝）
  2:30pm（公演時間：約60分 休憩なし）5 5

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

3歳3歳から
入場可！

Ⓒ T.TairadateⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ T.TaT.TaT.TaT.TaT TaT TT.TT.T.TT.TT.TaT.TaT.TaT TaT.TaT.TaT.TaT.TaT.TT TT.T radiradradddddddradradradradraddiradradradraradradateatetttatttateateatetⒸ T.Tairadate

2019年KOBELCO大ホール公演より

ワンコイン・コンサート
※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

葵トリオ ～重なる音色、ピアノ三重奏の世界
あおい

［11：30AM 開演］ハイドン：ピアノ三重奏曲 第27番 第1楽章
　　　　　　　　ラヴェル：ピアノ三重奏曲 イ短調 第2楽章
　　　　　　　　メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第2番

［3：00PM開演］ハイドン：ピアノ三重奏曲 第27番 第1楽章
　　　　　　   ラヴェル：ピアノ三重奏曲 イ短調 第2楽章
　　　　　　   ベートーヴェン：ピアノ三重奏曲 第7番

■ヴァイオリン／小川響子
■チェロ／伊東 裕
■ピアノ／秋元孝介

儀間太久実 ～口笛・大革命！
ぎ  ま た く み

（火）
  11:30am/3:00pm6 16

全席指定 ￥500

（金）
  11:30am8 7

全席指定 ￥500

モーツァルト：トルコ行進曲、プライヤー：口笛吹きと犬
モンティ：チャールダーシュ、アルフォード：クワイ河マーチ  
アメージング・グレース（イギリス民謡）、ロブレス：コンドルは飛んで行く

■口笛／儀間太久実
■ピアノ／アルベルト田中

一般発売： / （土）
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2020年の日本を射抜く、岡田利規版「夢幻能」
―『挫波』『敦賀』―
新国立競技場の設計者として選ばれたものの、デザイン案が白紙撤回された天才
建築家「ザハ・ハディド」を取り上げる『挫波（ザハ）』。高速増殖炉「もんじゅ」をとりまく
『敦賀（もんじゅ）』。
国際的に活躍するチェルフィッチュ主宰、岡田利規が「能」の構造を用いて今まで体
験したことのない革新的な舞台を描きだす。

■作･演出／岡田利規
■音楽監督・演奏／内橋和久
■出演／森山未來、片桐はいり、栗原 類、石橋静河
　　　　太田信吾／七尾旅人（謡手）

未練の幽霊と怪物

（土）
  12:00pm/5:00pm

全席指定 ￥6,500
7 4 （日）

  1:00pm・5

兵庫県立芸術文化センタープロデュース

sound theaterⅩ-Ⅰ／sound theaterⅩ-Ⅱ
毎年大好評のオリジナル企画 第10弾 ミュージシャンとパフォーマーの競演＆響演！！
毎年一度、出演者と公演内容にご好評をいただいているオリジナル企画の第10弾は2ヴァージョン！全情報は随時公開致しますので、ご期待ください！

■出演／TSUKEMEN　ほか

詳細は同封のチラシをご覧ください。

sound theaterⅩ-Ⅰ

■出演／レ・フレール、石川 直
　　　　 RON×Ⅱ、稲本 渡　ほか

詳細は同封のチラシをご覧ください。

sound theaterⅩ-Ⅱ

（土）
  3:00pm

全席指定 ￥5,500
6 6 （日）

  2:00pm・7 （土）
  3:00pm

全席指定 ￥5,500
6 13 （日）

  2:00pm・14

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

兵庫県立芸術文化センタープロデュース公演の「sound theaterⅥ」、
「はじめての日本舞踊 第四弾」、「sound theaterⅨ」で、客席の眼と耳を
奪ってきた、絶好調のインストゥルメンタルユニットTSUKEMEN。
今回も今までに無い企画を練り上げます！ご期待ください！

人気公演sound theaterに何度も登場してきた、本公演に
かけがえの無いアーティスト達、「sound theaterⅤ」の
メンバーが揃って還ってきます！！圧倒的魅力を放つ1台四手
連弾の兄弟ピアノデュオ、レ・フレール、唯一無二の演奏技術
と存在感で魅せるルーディメンタルスネアドラマー石川直、
日本を代表するタップダンサーの一人であるRON×Ⅱ、本公
演の第1弾～第5弾に連続出演のクラリネット奏者・稲本渡。

Ⓒ suntory hall
火）
1:30am/3:00pm

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ tsuntsuntsuntsuntsuntsuntsunsuntsuntsuntsuntsuntory oryory ory oryoryory ry ory ory oryoryoryryoryory ory oryyyy hahahallhallhallhahahhhhhahahallhhhahallhaⒸ suntory hall

Ⓒ Kikuko UsuyamaⒸⒸⒸⒸ KikuKikuKikuKikukKikukKikuKikukkKikuKikuKikuk ko Uko Uko Uko Uko Uo o o o UUkoko Uko Uko Uo Uo Uko Uko Uo Uo Usuyasuyasuyasuyasuyasuyasuyasuyasuyasuyasuyasuyasuysuysuyasuyasuyasuyauyayy mamamamaⒸ Kikuko Usuyama

Ⓒ 鈴木 心

・祝）
400

（月・祝）各日2:00pm・4
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ザ  　ハ もんじゅ
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