
※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 1月号は1/8（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～12/17（日）まで
　※12/11（月）除く

※12/9（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。

12/10（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

12月休館日

※12/10（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、12/12（火）より販売いたします。

大

大

大

大

大

小

小

中

中

中

中 1/12（金）～13（土）
1/14（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

12/8（金）～9（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 017
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

Ⓒ Bill CooperⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ BillBillBillBB  Coo Coo CooCooCooCooCooCooCooCooCooCooCoo CooCooCooCooCooCooCooCooperperperperperperperperperperperperperpererpererperppⒸ Bill Cooper

Ⓒ Harald HoffmannHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHHaraaraHaraldld Hld Hld Hd Hd Hd Hddd Hdd Hd Hd Hd Hld Hd HoffmoffmoffmffffffffffffoffmoffmffoffmffffoffmoffmoffmannannannⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Harald Hoffmann

Ⓒ Mark McNultyⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarkMarkMarkMarkMarkMarkMarMarMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMark McN McN McNMcNMcN McN McN McNMcN McN McN McN McN McNMcN McNMcN McN McN McN McNultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultytytyultyultyultyultytyyⒸ Mark McNultyⒸ Yuji HoriⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYuYujYujiYujiYujiYujiYujiYuYujiYujYujiYujiYujYujiYujiYujiYuji Hor Hor Hor HorHorHorHorHor HorHor Hor HorHor Hor Hor HorHor HorHorHor HoriiiiiⒸ Yuji HoriⒸ Yuji HoriⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYuYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujYujiYujiYujiYujiYujiYuji Hor Hor Hor HorHorH Hor HorHor HorHor Hor Hor HorHor HorHor Hor HorHorHoriiiiiⒸ Yuji Hori

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ  島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆飯島飯島飯島 飯島 飯島 隆  飯島 隆飯島 飯島  飯島 隆島 Ⓒ 飯島 隆 Ⓒ Naoyasu UemaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ NaoyNaoyNaoyNaoyNaoNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyasuasuasuasu asuasuasu UeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUUeⒸ Naoyasu Uema Ⓒ Neda Navaee ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸemaemaemaemaemaemaemamamamemaemaemaemamemaemaema ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ NedaNedaNedaNedaN dNedaNedaNedaN ddddddddNedaNedaNedadd  NavNav NavN Nav Nav Nav NavNavNNav NavNavNavNNNav NavNav NavNavaeeaeeaeeaeeeeeeNNⒸ Neda NavaeeⒸ s.yamamoto ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ s.yas.yas.yas.ys.yas.ys.yas.yas.yas.yas.yas.ya.yas.yayyyyy mamomamomamomamomamomamoomamomamotototototototototoototooooooooooⒸ s.yamamoto

「笑う巨塔」は1/13（土）、
「赤道の下のマクベス」は1/20（土）は一般発売。

1月発売予定
12/4（月）、11（月）、18（月）、25（月）

8
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先行予約
開 始

● 3/24（土）6:00pｍ
　　　25（日）2:00pｍ

● 5/12（土）2:00pｍ

● 3/31（土）2:00pｍ

● 3/25（日）11:00aｍ

笑福亭鶴瓶 落語会

ヴァシリー・ペトレンコ指揮
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
辻井伸行（ピアノ） 三浦文彰（ヴァイオリン）

兵庫県立ピッコロ劇団第60回公演／ピッコロシアタープロデュース

マルーンの長いみち～小林一三物語～

● 5/20（日）3:00pｍ

大英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団『眠れる森の美女』 ● 5/11（金）6:30pｍ

● 1/27（土）1:00pｍ/5:00pm
　　　28（日）1:00pｍ

● 2/23（金）2:00pｍ/7:00pm
　　　24（土）11:00aｍ/4:00pm
　　　25（日）11:00aｍ/4:00pm

鏡花と夢二、そして古典の世界
地歌舞・御殿儛・創作舞

● 3/4（日）2:00pｍ

月亭方正 独演会 ● 3/18（日）1:00pｍ

中

中

赤道の下のマクベス ● 4/5（木）6:30pｍ
　　　6（金）1:00pm

タクフェス 春のコメディ祭！ 

『笑う巨塔』

● 4/17（火）7:00pｍ
　　　18（水）1:30pｍ
　　　19（木）1:30pｍ
　　　20（金）1:30pｍ
　　　21（土）12:00pｍ/5:00pm
　　　22（日）1:30pｍ

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

春休みPAC子どものためのオーケストラ・コンサート

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 
プレ・レクチャーコンサート

佐渡 裕のオーケストラ新発見！

古楽の愉しみ
シュテファン・テミング リコーダー・リサイタル

9
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先行予約
開 始

小

キャロリン・サンプソン
ソプラノ･リサイタル

ジルヴェスター・コンサート ～ロマンティック・ガラ！～ 

英国の香り溢れる 歌の花園

バッハ・コレギウム・ジャパンのソリストとしてご存知の方も多いのでは。
オペラ、宗教曲、歌曲など幅広いレパートリーを持つ、イギリスが誇る
名ソプラノ、キャロリン・サンプソン。
シューベルトの『野ばら』など“花”にちなんだ曲を集めた今回のリサイタル。
様々な花を「完璧なコロラトゥーラ」と評される瑞々しく艶やかな歌声で
紡ぎます。
外はひんやりとした寒空の12月、歌の花に満ちたあたたかな空間で日曜
の一時を過ごしませんか。

12 ⁄10（日）  2:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

まもなく開催！ この冬イチ押し公演

Ⓒ Marco Borggreve

pm
000 ⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMMarcMarcMarcMarcarcMarcMarcMarcMarcMarcarcMarcMarco Boo o Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo BoBo Boo Boo Boo Boo Bo Boo BoBo Borggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggggggggg eveeveeveeveeveeveeveeveeveveeveeveeveeveeⒸ Marco Borggreve

日本演劇界最高峰の演出家と俳優による注目作！
兵庫県立芸術文化センター・パルコ共同製作
TERROR テロ
日本初演にふさわしいキャストが出演、演劇界でその手腕が常に注目される森新太郎が演出する知的エンターテイメント！
有罪か無罪か？観客の評決次第　二通りの判決が用意された前代未聞の法廷劇

シーラッハはベルリンで刑事事件弁護士として活躍、作家デビュー作「犯罪」（2009年）でドイツのクライスト賞、日本では本屋大賞・翻訳小説部門第1位を
12年に受賞、その後も短編集、長編小説で注目されてきました。「TERROR テロ」はシーラッハの初戯曲となります。刊行直後から大激論を呼び、ドイツ語圏
30カ所以上の劇場で別演出で上演されてきました。http://www.schirach.de/
テロリストが164人が乗った旅客機をハイジャックし7万人収容のサッカースタジアムに墜落させようと計画、空軍少佐が独断で旅客機を追撃。彼は英雄か、
罪人か…弁護士を橋爪功が、検察官を神野三鈴が、裁判長を今井朋彦が、空軍少佐を松下洸平が演じる今冬最高の話題作を‘お観逃しなく！ご参加くだ
さい！’

小森輝彦（バリトン）出演決定！

☆★スペシャルNEWS★☆

日本人初の“ドイツ宮廷歌手”の称号を授与されたバリトン歌手 小森輝彦さんの「ジルヴェスター･コンサート」への出演が決定しま
した！当センターでは、2011年のプロデュースオペラ「こうもり」に出演されたことでご存知の方も多いのでは？今回は来年の佐渡
オペラ「魔弾の射手」の曲を披露してくれます！強力なゲストにより一層華やかになったジルヴェスターにご期待ください。

2 ⁄17（土）  2:00pm・18（日）  2:00pm
全席指定 ￥7,000

12 ⁄31（日）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

■作／フェルディナント・フォン・シーラッハ
■翻訳／酒寄進一
■演出／森新太郎
■出演／橋爪 功、今井朋彦、松下洸平、前田亜希、堀部圭亮、神野三鈴

■指揮／アレクサンダー・リープライヒ　■ヴァイオリン／木嶋真優　■バリトン／小森輝彦 NEW!
■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

パーセル（ブリテン） ： バラの花よりも甘く
シューマン ： 私のバラ、バラよバラよ
ブリテン ： ナイチンゲールとばら
グノー ： ばらの咲くころ 
シューベルト ： 野ばら　ほか

■ソプラノ／キャロリン・サンプソン
■ピアノ／ジョゼフ・ミドルトン

管理人
ガラクタを集める男と処分したい男、ガラクタ同様の男。
絶妙にアンバランスな３人で、ノーベル文学賞受賞の鬼才の代表作に挑む！

12 ⁄26（火）  6:30pm・27（水）  11:00am／4:00pm
全席指定 ￥7,500

■作／ハロルド・ピンター
■翻訳／徐 賀世子　■演出／森 新太郎
■出演／溝端淳平、忍成修吾、温水洋一

溝端淳平
世界的に名高いピンターさんの代表作で、森さんの演出を初めて受ける
ことは非常に嬉しいです。この個性豊かな３人の“違和感”を楽しんでいた
だければと思います。

忍成修吾
３人の登場人物のかみ合わない会話の中で、本音が見え隠れしながら
進んでいく面白い作品です。いい意味で期待を裏切り、そして期待に応える
ものになると思いますので楽しみにしていてください。

温水洋一
すごい作品に巡り合ったと思います。２人ともイケメンで、この中に僕が
いていいのかなとも思いますが、おかげで僕も立つのかなと（笑）。セリフ
も多く大変ですが、３人で仲良く創り上げていきたいです。

★出演者の皆様にコメントをいただきました！

好評発売中！

好評発売中！

好評発売中！



タクフェス 春のコメディ祭！ 

『笑う巨塔』

12/9
（土）
先行予約
開始

毎年恒例、新年を寿ぐ笑福亭鶴瓶落語会
開館以来、毎年恒例となる「笑福亭鶴瓶落語会」。多方面で活躍を続ける落語会の
スター、笑福亭鶴瓶が、今年は上方の実力派3人をゲストに迎え、阪急中ホールに
新年の笑いをお届けします。地元・西宮ならではの噺が飛び出す毎年完売の落語
会。どうぞお楽しみに。
■出演／笑福亭鶴瓶
■ゲスト／桂 春蝶（27日昼）、林家菊丸（27日夜）、桂 吉弥（28日）

1 ⁄27（土）  1:00pm／5:00pm・28（日）  1:00pm
全席指定 ￥4,500

12/8
（金）
先行予約
開始

ＰＡＣとセンチュリー、２つのオーケストラが名曲を競演！

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

モーツァルト ： 交響曲 第41番『ジュピター』♦
ドヴォルザーク ： 交響曲 第９番『新世界より』★
ラヴェル ： ボレロ ★♦

■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■管弦楽／日本センチュリー交響楽団★
　　　　　 兵庫芸術文化センター管弦楽団♦

■指揮とお話／佐渡 裕　■管弦楽／日本センチュリー交響楽団

3 ⁄24（土）  6:00pm・25（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

12/9
（土）
先行予約
開始

阪急や東宝の創業者・小林一三の物語
小説家志望の文学青年だった一三は、銀行員を経て、思いがけないことから鉄道
会社を引き受けることに…。独創的なアイデアで、阪急電鉄、宝塚歌劇団、阪急
百貨店、東宝など多様な事業を次々と成功させた希代の経営者・小林一三（1873
～1957）の夢と挑戦の人生を描く。

兵庫県立ピッコロ劇団第60回公演／ピッコロシアタープロデュース

マルーンの長いみち～小林一三物語～

■作／古川貴義　■演出／マキノノゾミ
■出演／平井久美子　ほかピッコロ劇団員
　　　　オーディションによる俳優陣
■客演／瀬川 亮、若杉宏二　■特別出演／平 みち

12/9
（土）
先行予約
開始

世界文化遺産・姫路城に由来する舞が、いま蘇る！
ユネスコ世界文化遺産に認定された姫路城に伝わる御殿儛が松本流。それを
基礎として古澤侑（古澤流初代家元）は地歌舞古澤流を創流しました。古典の地
歌舞と、＜泉鏡花の幻想文学＞＜竹久夢二の大正浪漫＞の世界を描いた創作舞を
上演します。「幻想文学と大正ロマン文学」と題し、直木賞作家の志茂田景樹氏を
ゲストに迎え、語り合います。

3 ⁄4（日）  2:00pm
全席指定 ￥2,500

12/9
（土）
先行予約
開始

帰ってきた月亭方正
2016年に初めて芸術文化センターで独演会を開催、大成功を納めた月亭方正に
よる独演会が再び！古典、新作共に精力的に取り組み、着実に持ちネタを増やす、
上方落語界の注目株。地元西宮で笑いの旋風を生み出す！

月亭方正 独演会

■出演／月亭方正　ほか
■ゲスト／月亭八方

2⁄23（金）  2:00pm／7:00pm・24（土）  11:00am／4:00pm・25（日）  11:00am／4:00pm
一般 ￥4,500　大学生・専門学校生 ￥3,000　高校生以下 ￥2,500

12/9
（土）
先行予約
開始

鄭 義信の日本初演作品 戦争とは、国家とは…
1947年夏、シンガポール、チャンギ刑務所。BC級戦犯である彼らは、わずかばかり
の食料に腹をすかし、時には看守からのリンチを受け、肉体的にも精神的にも熾烈
極まる日々を送っていた…。いつも庶民の側から温かくも鋭いまなざしで大きな
世界を描く熱い鄭義信ワールド。戦争とは、国家とは何か？鄭義信が新たに描く
「記録する演劇」にどうぞご期待ください。

赤道の下のマクベス

■作・演出／鄭 義信
■出演／池内博之、浅野雅博、尾上寛之、丸山厚人、平田 満　ほか

12/9
（土）
先行予約
開始

病院のロビーを舞台に、暗転なしで突っ走る！
ドタバタシチュエーション・コメディ！

■作・演出／宅間孝行
■出演／宅間孝行、篠田麻里子、かとうかず子、鳥居みゆき、梅垣義明
　　　　片岡鶴太郎　ほか

2012年に『東京セレソンデラックス』解散公演として華々しく散った伝説の舞台、
『笑う巨塔』がこのたび再演決定！『暗転なし！』『転換なし！』『リアルタイム！』必死の
想いが招く大混乱の大波乱、ノンストップシチュエーションコメディ決定版！ 

ＰＡＣが佐渡芸術監督の指揮で、日本センチュリー交響楽団と
競演！名曲中の名曲をお贈りします。最後を締めくくるのは
合同演奏によるラヴェルのボレロ。大編成による迫力満点の
演奏にご期待ください！

佐渡芸術監督がドヴォルザークの名曲「新世界より」を分解！トークと演奏で
オーケストラの魅力をお届けする１時間のレクチャーコンサート。

・20（金）  1:30pm・21（土）  12:00pm／5:00pm・22（日）  1:30pm

4 ⁄17（火）  7:00pm・18（水）  1:30pm・19（木）  1:30pm

全席指定 ￥8,000

鏡花と夢二、そして古典の世界
地歌舞・御殿儛・創作舞

第一部　＜待つ恋＞夢二の世界『まてどくらせど』（地歌舞）『夜は更けて』（創作舞）
　　　　＜追いすがる恋＞『古道成寺』（地歌舞）　　
第二部　トーク『幻想文学と大正ロマン文学』
　　　　　  志茂田景樹（作家）
　　　　　  聞き手／河内厚郎（兵庫県立芸術文化センター特別参与）
　　　　＜夢想する恋＞鏡花の世界『姫路城幻想』（創作舞）
　　　　＜過ぎ去りし恋＞『雪』（地歌舞）　

■舞／古澤侑峯、古澤侑明、古澤侑佳甫、古澤侑陽、古澤侑才　　
■地歌・三弦／水田光世　■筝／天野美由紀
■笛／阿部慶子　■語り／人村朱美
■創作楽器／ヤススキー　

笑福亭鶴瓶 落語会

12/8
（金）
先行予約
開始

楽しさいっぱい！
家族みんなでオーケストラ・サウンド体験！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

春休みPAC子どものための
オーケストラ・コンサート

3⁄31（土）  2:00pm
おとな ￥2,000　こども（３才～小学生） ￥1,000

岩村さんのお話と共に贈る迫力のオーケストラ演奏に、2012年ドイツ音楽コン
クール優勝、ウクライナ出身のアーシャ・ファテーエワによる魅惑のサックス演奏、
そしてみんなで合奏コーナーも！楽しさいっぱいの70分、ぜひご家族そろってお越し
ください。

12/8
（金）
先行予約
開始

超豪華！人気ソリスト2名が名門オーケストラと競演！
ヴァシリー・ペトレンコ指揮、イギリスの名門ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモ
ニー管弦楽団が芸術文化センターに登場！なんと、日本中の注目を集める若き
ソリスト、三浦文彰（ヴァイオリン）と、辻井伸行（ピアノ）が競演するという超豪華
プログラム！特別な一日をお約束します。

ヴァシリー・ペトレンコ指揮
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
辻井伸行（ピアノ） 三浦文彰（ヴァイオリン）

佐渡 裕のオーケストラ新発見！

ウォルトン ： ヨハネスバーグ祝典序曲
ヴォーン・ウィリアムズ ： あげひばり［ヴァイオリン ： 三浦文彰］
グリーグ ： ピアノ協奏曲 イ短調［ピアノ ： 辻井伸行］
ショスタコーヴィチ ： 交響曲 第5番『革命』

■指揮／ヴァシリー・ペトレンコ
■管弦楽／ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
■ピアノ／辻井伸行
■ヴァイオリン／三浦文彰

5 ⁄12（土）  2:00pm
A ￥21,000　B ￥17,000　C ￥14,000　D ￥11,000　E ￥9,000

12/8
（金）
先行予約
開始

話題沸騰！いま最も熱いリコーダー奏者
リコーダー界きっての華麗なる才能の持ち主、シュテファン・テミング。流麗な旋律
が美しいコレッリの作品を中心に、リコーダーとチェンバロのアンサンブルを堪能
出来るプログラムをお届けします。深い信頼を寄せるヴァイダンツとの共演に
ご期待ください！

シュテファン・テミング
リコーダー・リサイタル

コレッリ ： ソナタ 第9番 イ長調、第10番 ヘ長調
　　　　ソナタ ト短調 『ラ・フォリア』 (ヴェラチーニ版に基づく)
ヴィヴァルディ ： リコーダー・ソナタ ホ長調
ヘンデル ： 歌劇『リナルド』より
　　　　    私を泣かせてください　ほか（順不同）

■リコーダー／シュテファン・テミング
■チェンバロ／ヴィープケ・ヴァイダンツ

5 ⁄20（日）3:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

『名探偵コナン』メイン・テーマ
みんなで演奏しよう～グリーンスリーブス～
宮川彬良 ： シンフォニック！マンボNo.5
ビゼー ： 『アルルの女』第2組曲より
　　　   間奏曲～メヌエット～ファランドール  ほか

■指揮／岩村 力（レジデント・コンダクター）
■サックス／アーシャ・ファテーエワ
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

3⁄18（日）  1:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

4⁄5（木）  6:30pm・6（金）  1:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000

一般発売：1/20（土）

一般発売：1/13（土）

Ⓒ Mark McNulty

2（土）2:00pm
000 B ￥17 000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkrkMarkMarkMark           Ⓒ Mark McNulty

Ⓒ Harald HoffmannⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ HaraHaraHaraHHaraHaraHaraHaraaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHHaraHaraH ld Hld Hld Hld Hd Hd Hd Hd d d d Hld HHd Hd Hld Hld Hd HoffmoffmoffmffffffffffffoffmoffmffffoffmffffoffmoffmoffmannannannannⒸ Harald Hoffmann

Ⓒ Yuji Hori

0 C ￥14 000

McNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNcNultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultytyultyyMcNulty ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujYuYujYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujYujiYuYujiYujYujiYujiYu  H HH HHHH HHHHHHHH HHHHⒸ Yuji Hori Ⓒ Yuji Hori

E ￥9 000D ￥11 000D

ororororororororororororororororororororiiioriHHHHHHHHHHHHHHH ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYuYujiYuYuYujiYuYujYujiYujYujiYujYuYuji Hor Hor HoHorHHorHorHorHorHorHor Hor HorHorHorHor Hor Hor HorHorHoriiiYYYYYYYYYYYYYYYYYYⒸ Yuji Hori

3歳3歳3歳から
入場可！

3 ⁄25（日）  11:00am
A ￥2,000　B ￥1,000

Ⓒ s.yamamoto

響楽団★
管弦楽団♦

25（日）2:00pm
00 C ￥2,000 D ￥1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ s.yas.yas.yas.ya.ys.yas.ys.yas.ys.yas.ys.ya.s.yayyyyyy mamomamomamomomamooom tototototototoⒸ s.yamamoto

Ⓒ 飯島 隆

力満点の
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Ⓒ Naoyasu Uema
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ール  ほか

指揮／岩村 力（レ
サックス／アーシ
管弦楽／兵庫芸術
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■リ
■チ

ター）

楽団

レジデント・コンダクタ
ャ・ファテーエワ
術文化センター管弦
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12/8
（金）
先行予約
開始

重厚かつ正統、これぞ英国の薫り高き「眠り」
「ロイヤル」の名を冠した英国が誇るバレエ団がやってくる！
演目はロイヤルの“十八番”と言われるピーター･ライト版の『眠れる森の美女』。
演劇の国らしい緻密な物語性に、豪華で重厚感に満ちた舞台。
圧倒的正統派の美、バレエの真髄がここに。

5 ⁄11（金）  6:30pm
A ￥16,000　B ￥13,000　C ￥10,000　D ￥8,000　E ￥5,000

■音楽／ピョートル・I.チャイコフスキー　■振付／マリウス・プティパ、ピーター･ライト
■演出／ピーター･ライト　■指揮／ニコレット・フレイヨン
■管弦楽／セントラル愛知交響楽団

英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団
『眠れる森の美女』

Ⓒ Bill CooperⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ BillBillBillBillBillBill Coo CooCooCooCooCooCooCooCoo Coo CooCooCoo CooCoo Coo CooCooCoo CooCooperperperperperperperperperperperperperperperpperpperperpeⒸ Bill Cooper

プレ・レクチャーコンサート開催！



タクフェス 春のコメディ祭！ 

『笑う巨塔』

12/9
（土）
先行予約
開始

毎年恒例、新年を寿ぐ笑福亭鶴瓶落語会
開館以来、毎年恒例となる「笑福亭鶴瓶落語会」。多方面で活躍を続ける落語会の
スター、笑福亭鶴瓶が、今年は上方の実力派3人をゲストに迎え、阪急中ホールに
新年の笑いをお届けします。地元・西宮ならではの噺が飛び出す毎年完売の落語
会。どうぞお楽しみに。
■出演／笑福亭鶴瓶
■ゲスト／桂 春蝶（27日昼）、林家菊丸（27日夜）、桂 吉弥（28日）

1 ⁄27（土）  1:00pm／5:00pm・28（日）  1:00pm
全席指定 ￥4,500

12/8
（金）
先行予約
開始

ＰＡＣとセンチュリー、２つのオーケストラが名曲を競演！

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

モーツァルト ： 交響曲 第41番『ジュピター』♦
ドヴォルザーク ： 交響曲 第９番『新世界より』★
ラヴェル ： ボレロ ★♦

■指揮・芸術監督／佐渡 裕
■管弦楽／日本センチュリー交響楽団★
　　　　　 兵庫芸術文化センター管弦楽団♦

■指揮とお話／佐渡 裕　■管弦楽／日本センチュリー交響楽団

3 ⁄24（土）  6:00pm・25（日）  2:00pm
A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

12/9
（土）
先行予約
開始

阪急や東宝の創業者・小林一三の物語
小説家志望の文学青年だった一三は、銀行員を経て、思いがけないことから鉄道
会社を引き受けることに…。独創的なアイデアで、阪急電鉄、宝塚歌劇団、阪急
百貨店、東宝など多様な事業を次々と成功させた希代の経営者・小林一三（1873
～1957）の夢と挑戦の人生を描く。

兵庫県立ピッコロ劇団第60回公演／ピッコロシアタープロデュース

マルーンの長いみち～小林一三物語～

■作／古川貴義　■演出／マキノノゾミ
■出演／平井久美子　ほかピッコロ劇団員
　　　　オーディションによる俳優陣
■客演／瀬川 亮、若杉宏二　■特別出演／平 みち

12/9
（土）
先行予約
開始

世界文化遺産・姫路城に由来する舞が、いま蘇る！
ユネスコ世界文化遺産に認定された姫路城に伝わる御殿儛が松本流。それを
基礎として古澤侑（古澤流初代家元）は地歌舞古澤流を創流しました。古典の地
歌舞と、＜泉鏡花の幻想文学＞＜竹久夢二の大正浪漫＞の世界を描いた創作舞を
上演します。「幻想文学と大正ロマン文学」と題し、直木賞作家の志茂田景樹氏を
ゲストに迎え、語り合います。

3 ⁄4（日）  2:00pm
全席指定 ￥2,500

12/9
（土）
先行予約
開始

帰ってきた月亭方正
2016年に初めて芸術文化センターで独演会を開催、大成功を納めた月亭方正に
よる独演会が再び！古典、新作共に精力的に取り組み、着実に持ちネタを増やす、
上方落語界の注目株。地元西宮で笑いの旋風を生み出す！

月亭方正 独演会

■出演／月亭方正　ほか
■ゲスト／月亭八方

2⁄23（金）  2:00pm／7:00pm・24（土）  11:00am／4:00pm・25（日）  11:00am／4:00pm
一般 ￥4,500　大学生・専門学校生 ￥3,000　高校生以下 ￥2,500

12/9
（土）
先行予約
開始

鄭 義信の日本初演作品 戦争とは、国家とは…
1947年夏、シンガポール、チャンギ刑務所。BC級戦犯である彼らは、わずかばかり
の食料に腹をすかし、時には看守からのリンチを受け、肉体的にも精神的にも熾烈
極まる日々を送っていた…。いつも庶民の側から温かくも鋭いまなざしで大きな
世界を描く熱い鄭義信ワールド。戦争とは、国家とは何か？鄭義信が新たに描く
「記録する演劇」にどうぞご期待ください。

赤道の下のマクベス

■作・演出／鄭 義信
■出演／池内博之、浅野雅博、尾上寛之、丸山厚人、平田 満　ほか

12/9
（土）
先行予約
開始

病院のロビーを舞台に、暗転なしで突っ走る！
ドタバタシチュエーション・コメディ！

■作・演出／宅間孝行
■出演／宅間孝行、篠田麻里子、かとうかず子、鳥居みゆき、梅垣義明
　　　　片岡鶴太郎　ほか

2012年に『東京セレソンデラックス』解散公演として華々しく散った伝説の舞台、
『笑う巨塔』がこのたび再演決定！『暗転なし！』『転換なし！』『リアルタイム！』必死の
想いが招く大混乱の大波乱、ノンストップシチュエーションコメディ決定版！ 

ＰＡＣが佐渡芸術監督の指揮で、日本センチュリー交響楽団と
競演！名曲中の名曲をお贈りします。最後を締めくくるのは
合同演奏によるラヴェルのボレロ。大編成による迫力満点の
演奏にご期待ください！

佐渡芸術監督がドヴォルザークの名曲「新世界より」を分解！トークと演奏で
オーケストラの魅力をお届けする１時間のレクチャーコンサート。

・20（金）  1:30pm・21（土）  12:00pm／5:00pm・22（日）  1:30pm

4 ⁄17（火）  7:00pm・18（水）  1:30pm・19（木）  1:30pm

全席指定 ￥8,000

鏡花と夢二、そして古典の世界
地歌舞・御殿儛・創作舞

第一部　＜待つ恋＞夢二の世界『まてどくらせど』（地歌舞）『夜は更けて』（創作舞）
　　　　＜追いすがる恋＞『古道成寺』（地歌舞）　　
第二部　トーク『幻想文学と大正ロマン文学』
　　　　　  志茂田景樹（作家）
　　　　　  聞き手／河内厚郎（兵庫県立芸術文化センター特別参与）
　　　　＜夢想する恋＞鏡花の世界『姫路城幻想』（創作舞）
　　　　＜過ぎ去りし恋＞『雪』（地歌舞）　

■舞／古澤侑峯、古澤侑明、古澤侑佳甫、古澤侑陽、古澤侑才　　
■地歌・三弦／水田光世　■筝／天野美由紀
■笛／阿部慶子　■語り／人村朱美
■創作楽器／ヤススキー　

笑福亭鶴瓶 落語会

12/8
（金）
先行予約
開始

楽しさいっぱい！
家族みんなでオーケストラ・サウンド体験！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

春休みPAC子どものための
オーケストラ・コンサート

3⁄31（土）  2:00pm
おとな ￥2,000　こども（３才～小学生） ￥1,000

岩村さんのお話と共に贈る迫力のオーケストラ演奏に、2012年ドイツ音楽コン
クール優勝、ウクライナ出身のアーシャ・ファテーエワによる魅惑のサックス演奏、
そしてみんなで合奏コーナーも！楽しさいっぱいの70分、ぜひご家族そろってお越し
ください。

12/8
（金）
先行予約
開始

超豪華！人気ソリスト2名が名門オーケストラと競演！
ヴァシリー・ペトレンコ指揮、イギリスの名門ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモ
ニー管弦楽団が芸術文化センターに登場！なんと、日本中の注目を集める若き
ソリスト、三浦文彰（ヴァイオリン）と、辻井伸行（ピアノ）が競演するという超豪華
プログラム！特別な一日をお約束します。

ヴァシリー・ペトレンコ指揮
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
辻井伸行（ピアノ） 三浦文彰（ヴァイオリン）

佐渡 裕のオーケストラ新発見！

ウォルトン ： ヨハネスバーグ祝典序曲
ヴォーン・ウィリアムズ ： あげひばり［ヴァイオリン ： 三浦文彰］
グリーグ ： ピアノ協奏曲 イ短調［ピアノ ： 辻井伸行］
ショスタコーヴィチ ： 交響曲 第5番『革命』

■指揮／ヴァシリー・ペトレンコ
■管弦楽／ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
■ピアノ／辻井伸行
■ヴァイオリン／三浦文彰

5 ⁄12（土）  2:00pm
A ￥21,000　B ￥17,000　C ￥14,000　D ￥11,000　E ￥9,000

12/8
（金）
先行予約
開始

話題沸騰！いま最も熱いリコーダー奏者
リコーダー界きっての華麗なる才能の持ち主、シュテファン・テミング。流麗な旋律
が美しいコレッリの作品を中心に、リコーダーとチェンバロのアンサンブルを堪能
出来るプログラムをお届けします。深い信頼を寄せるヴァイダンツとの共演に
ご期待ください！

シュテファン・テミング
リコーダー・リサイタル

コレッリ ： ソナタ 第9番 イ長調、第10番 ヘ長調
　　　　ソナタ ト短調 『ラ・フォリア』 (ヴェラチーニ版に基づく)
ヴィヴァルディ ： リコーダー・ソナタ ホ長調
ヘンデル ： 歌劇『リナルド』より
　　　　    私を泣かせてください　ほか（順不同）

■リコーダー／シュテファン・テミング
■チェンバロ／ヴィープケ・ヴァイダンツ

5 ⁄20（日）3:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

『名探偵コナン』メイン・テーマ
みんなで演奏しよう～グリーンスリーブス～
宮川彬良 ： シンフォニック！マンボNo.5
ビゼー ： 『アルルの女』第2組曲より
　　　   間奏曲～メヌエット～ファランドール  ほか

■指揮／岩村 力（レジデント・コンダクター）
■サックス／アーシャ・ファテーエワ
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

3⁄18（日）  1:00pm
A ￥3,000　B ￥2,000

4⁄5（木）  6:30pm・6（金）  1:00pm
A ￥5,000　B ￥3,000

一般発売：1/20（土）

一般発売：1/13（土）

Ⓒ Mark McNulty

2（土）2:00pm
000 B ￥17 000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkrkMarkMarkMark           Ⓒ Mark McNulty

Ⓒ Harald HoffmannⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ HaraHaraHaraHHaraHaraHaraHaraaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHHaraHaraH ld Hld Hld Hld Hd Hd Hd Hd d d d Hld HHd Hd Hld Hld Hd HoffmoffmoffmffffffffffffoffmoffmffffoffmffffoffmoffmoffmannannannannⒸ Harald Hoffmann

Ⓒ Yuji Hori

0 C ￥14 000

McNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNMcNcNultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultytyultyyMcNulty ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujYuYujYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujYujiYuYujiYujYujiYujiYu  H HH HHHH HHHHHHHH HHHHⒸ Yuji Hori Ⓒ Yuji Hori

E ￥9 000D ￥11 000D

ororororororororororororororororororororiiioriHHHHHHHHHHHHHHH ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYuYujiYuYuYujiYuYujYujiYujYujiYujYuYuji Hor Hor HoHorHHorHorHorHorHorHor Hor HorHorHorHor Hor Hor HorHorHoriiiYYYYYYYYYYYYYYYYYYⒸ Yuji Hori

3歳3歳3歳から
入場可！

3 ⁄25（日）  11:00am
A ￥2,000　B ￥1,000

Ⓒ s.yamamoto

響楽団★
管弦楽団♦

25（日）2:00pm
00 C ￥2,000 D ￥1,000

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ s.yas.yas.yas.ya.ys.yas.ys.yas.ys.yas.ys.ya.s.yayyyyyy mamomamomamomomamooom tototototototoⒸ s.yamamoto

Ⓒ 飯島 隆

力満点の

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

Ⓒ Naoyasu Uema

ス～

ール  ほか

指揮／岩村 力（レ
サックス／アーシ
管弦楽／兵庫芸術

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ NaoNaoNaoNaoNaoNaoNaNaoNaNaNaoNaoNaoNaoNaoNaoNaNaNaoNaoNaⒸ Naoyasu Uema Ⓒ Neda Navaee

　　

■リ
■チ

ター）

楽団

レジデント・コンダクタ
ャ・ファテーエワ
術文化センター管弦

oyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyyoyoyoyoyoyyasu asu asu asu asu asuasu asu UemaUemaUemaUemaUemaUemaUemaUemaUemaUemUemaUemaUemUemaUemUemaUemaUemaUemaUemaoyasu Uema ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ avvavavaeeaeeaeeaeeNedaNedaNedaNedaNedaN dN dNedadddddNedaNedaNedaN dNedadNeda NaNaNaNaNa NaNaNaNNa  Na NaNaNaⒸ Neda Navaee

12/8
（金）
先行予約
開始

重厚かつ正統、これぞ英国の薫り高き「眠り」
「ロイヤル」の名を冠した英国が誇るバレエ団がやってくる！
演目はロイヤルの“十八番”と言われるピーター･ライト版の『眠れる森の美女』。
演劇の国らしい緻密な物語性に、豪華で重厚感に満ちた舞台。
圧倒的正統派の美、バレエの真髄がここに。

5 ⁄11（金）  6:30pm
A ￥16,000　B ￥13,000　C ￥10,000　D ￥8,000　E ￥5,000

■音楽／ピョートル・I.チャイコフスキー　■振付／マリウス・プティパ、ピーター･ライト
■演出／ピーター･ライト　■指揮／ニコレット・フレイヨン
■管弦楽／セントラル愛知交響楽団

英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団
『眠れる森の美女』

Ⓒ Bill CooperⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ BillBillBillBillBillBill Coo CooCooCooCooCooCooCooCoo Coo CooCooCoo CooCoo Coo CooCooCoo CooCooperperperperperperperperperperperperperperperpperpperperpeⒸ Bill Cooper

プレ・レクチャーコンサート開催！



※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 1月号は1/8（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～12/17（日）まで
　※12/11（月）除く

※12/9（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。

12/10（日） 一般発売

先行予約チケットの引取り期間

12月休館日

※12/10（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、12/12（火）より販売いたします。

大

大

大

大

大

小

小

中

中

中

中 1/12（金）～13（土）
1/14（日）

先行予約
一般発売

発送手数料おまとめサービス

12/8（金）～9（土）受付分 
10:00am 5:00pm 500円

発送手数料

2 017
NEWS
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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

Ⓒ Bill CooperⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ BillBillBillBB  Coo Coo CooCooCooCooCooCooCooCooCooCooCoo CooCooCooCooCooCooCooCooperperperperperperperperperperperperperpererpererperppⒸ Bill Cooper

Ⓒ Harald HoffmannHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHaraHHaraaraHaraldld Hld Hld Hd Hd Hd Hddd Hdd Hd Hd Hd Hld Hd HoffmoffmoffmffffffffffffoffmoffmffoffmffffoffmoffmoffmannannannⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ Harald Hoffmann

Ⓒ Mark McNultyⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ MarkMarkMarkMarkMarkMarkMarMarMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMarkMark McN McN McNMcNMcN McN McN McNMcN McN McN McN McN McNMcN McNMcN McN McN McN McNultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultyultytytyultyultyultyultytyyⒸ Mark McNultyⒸ Yuji HoriⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYuYujYujiYujiYujiYujiYujiYuYujiYujYujiYujiYujYujiYujiYujiYuji Hor Hor Hor HorHorHorHorHor HorHor Hor HorHor Hor Hor HorHor HorHorHor HoriiiiiⒸ Yuji HoriⒸ Yuji HoriⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ YujiYujiYujiYujiYuYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujiYujYujiYujiYujiYujiYujiYuji Hor Hor Hor HorHorH Hor HorHor HorHor Hor Hor HorHor HorHor Hor HorHorHoriiiiiⒸ Yuji Hori

Ⓒ 飯島 隆ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ  島飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 隆飯島飯島飯島 飯島 飯島 隆  飯島 隆飯島 飯島  飯島 隆島 Ⓒ 飯島 隆 Ⓒ Naoyasu UemaⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ NaoyNaoyNaoyNaoyNaoNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyNaoyasuasuasuasu asuasuasu UeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUeUUeⒸ Naoyasu Uema Ⓒ Neda Navaee ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸemaemaemaemaemaemaemamamamemaemaemaemamemaemaema ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ NedaNedaNedaNedaN dNedaNedaNedaN ddddddddNedaNedaNedadd  NavNav NavN Nav Nav Nav NavNavNNav NavNavNavNNNav NavNav NavNavaeeaeeaeeaeeeeeeNNⒸ Neda NavaeeⒸ s.yamamoto ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ s.yas.yas.yas.ys.yas.ys.yas.yas.yas.yas.yas.ya.yas.yayyyyy mamomamomamomamomamomamoomamomamotototototototototoototooooooooooⒸ s.yamamoto

「笑う巨塔」は1/13（土）、
「赤道の下のマクベス」は1/20（土）は一般発売。

1月発売予定
12/4（月）、11（月）、18（月）、25（月）

8
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先行予約
開 始

● 3/24（土）6:00pｍ
　　　25（日）2:00pｍ

● 5/12（土）2:00pｍ

● 3/31（土）2:00pｍ

● 3/25（日）11:00aｍ

笑福亭鶴瓶 落語会

ヴァシリー・ペトレンコ指揮
ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団
辻井伸行（ピアノ） 三浦文彰（ヴァイオリン）

兵庫県立ピッコロ劇団第60回公演／ピッコロシアタープロデュース

マルーンの長いみち～小林一三物語～

● 5/20（日）3:00pｍ

大英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団『眠れる森の美女』 ● 5/11（金）6:30pｍ

● 1/27（土）1:00pｍ/5:00pm
　　　28（日）1:00pｍ

● 2/23（金）2:00pｍ/7:00pm
　　　24（土）11:00aｍ/4:00pm
　　　25（日）11:00aｍ/4:00pm

鏡花と夢二、そして古典の世界
地歌舞・御殿儛・創作舞

● 3/4（日）2:00pｍ

月亭方正 独演会 ● 3/18（日）1:00pｍ

中

中

赤道の下のマクベス ● 4/5（木）6:30pｍ
　　　6（金）1:00pm

タクフェス 春のコメディ祭！ 

『笑う巨塔』

● 4/17（火）7:00pｍ
　　　18（水）1:30pｍ
　　　19（木）1:30pｍ
　　　20（金）1:30pｍ
　　　21（土）12:00pｍ/5:00pm
　　　22（日）1:30pｍ

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

春休みPAC子どものためのオーケストラ・コンサート

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 
プレ・レクチャーコンサート

佐渡 裕のオーケストラ新発見！

古楽の愉しみ
シュテファン・テミング リコーダー・リサイタル

9
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先行予約
開 始

小

キャロリン・サンプソン
ソプラノ･リサイタル

ジルヴェスター・コンサート ～ロマンティック・ガラ！～ 

英国の香り溢れる 歌の花園

バッハ・コレギウム・ジャパンのソリストとしてご存知の方も多いのでは。
オペラ、宗教曲、歌曲など幅広いレパートリーを持つ、イギリスが誇る
名ソプラノ、キャロリン・サンプソン。
シューベルトの『野ばら』など“花”にちなんだ曲を集めた今回のリサイタル。
様々な花を「完璧なコロラトゥーラ」と評される瑞々しく艶やかな歌声で
紡ぎます。
外はひんやりとした寒空の12月、歌の花に満ちたあたたかな空間で日曜
の一時を過ごしませんか。

12 ⁄10（日）  2:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000

まもなく開催！ この冬イチ押し公演

Ⓒ Marco Borggreve

pm
000 ⒸⒸ MarcMarcMarcMarcMarcMarcMMarcMarcMarcMarcarcMarcMarcMarcMarcMarcarcMarcMarco Boo o Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo Boo BoBo Boo Boo Boo Boo Bo Boo BoBo Borggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrrggrgggggggggggggg eveeveeveeveeveeveeveeveeveveeveeveeveeveeⒸ Marco Borggreve

日本演劇界最高峰の演出家と俳優による注目作！
兵庫県立芸術文化センター・パルコ共同製作
TERROR テロ
日本初演にふさわしいキャストが出演、演劇界でその手腕が常に注目される森新太郎が演出する知的エンターテイメント！
有罪か無罪か？観客の評決次第　二通りの判決が用意された前代未聞の法廷劇

シーラッハはベルリンで刑事事件弁護士として活躍、作家デビュー作「犯罪」（2009年）でドイツのクライスト賞、日本では本屋大賞・翻訳小説部門第1位を
12年に受賞、その後も短編集、長編小説で注目されてきました。「TERROR テロ」はシーラッハの初戯曲となります。刊行直後から大激論を呼び、ドイツ語圏
30カ所以上の劇場で別演出で上演されてきました。http://www.schirach.de/
テロリストが164人が乗った旅客機をハイジャックし7万人収容のサッカースタジアムに墜落させようと計画、空軍少佐が独断で旅客機を追撃。彼は英雄か、
罪人か…弁護士を橋爪功が、検察官を神野三鈴が、裁判長を今井朋彦が、空軍少佐を松下洸平が演じる今冬最高の話題作を‘お観逃しなく！ご参加くだ
さい！’

小森輝彦（バリトン）出演決定！

☆★スペシャルNEWS★☆

日本人初の“ドイツ宮廷歌手”の称号を授与されたバリトン歌手 小森輝彦さんの「ジルヴェスター･コンサート」への出演が決定しま
した！当センターでは、2011年のプロデュースオペラ「こうもり」に出演されたことでご存知の方も多いのでは？今回は来年の佐渡
オペラ「魔弾の射手」の曲を披露してくれます！強力なゲストにより一層華やかになったジルヴェスターにご期待ください。

2 ⁄17（土）  2:00pm・18（日）  2:00pm
全席指定 ￥7,000

12 ⁄31（日）  3:00pm
A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

■作／フェルディナント・フォン・シーラッハ
■翻訳／酒寄進一
■演出／森新太郎
■出演／橋爪 功、今井朋彦、松下洸平、前田亜希、堀部圭亮、神野三鈴

■指揮／アレクサンダー・リープライヒ　■ヴァイオリン／木嶋真優　■バリトン／小森輝彦 NEW!
■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

パーセル（ブリテン） ： バラの花よりも甘く
シューマン ： 私のバラ、バラよバラよ
ブリテン ： ナイチンゲールとばら
グノー ： ばらの咲くころ 
シューベルト ： 野ばら　ほか

■ソプラノ／キャロリン・サンプソン
■ピアノ／ジョゼフ・ミドルトン

管理人
ガラクタを集める男と処分したい男、ガラクタ同様の男。
絶妙にアンバランスな３人で、ノーベル文学賞受賞の鬼才の代表作に挑む！

12 ⁄26（火）  6:30pm・27（水）  11:00am／4:00pm
全席指定 ￥7,500

■作／ハロルド・ピンター
■翻訳／徐 賀世子　■演出／森 新太郎
■出演／溝端淳平、忍成修吾、温水洋一

溝端淳平
世界的に名高いピンターさんの代表作で、森さんの演出を初めて受ける
ことは非常に嬉しいです。この個性豊かな３人の“違和感”を楽しんでいた
だければと思います。

忍成修吾
３人の登場人物のかみ合わない会話の中で、本音が見え隠れしながら
進んでいく面白い作品です。いい意味で期待を裏切り、そして期待に応える
ものになると思いますので楽しみにしていてください。

温水洋一
すごい作品に巡り合ったと思います。２人ともイケメンで、この中に僕が
いていいのかなとも思いますが、おかげで僕も立つのかなと（笑）。セリフ
も多く大変ですが、３人で仲良く創り上げていきたいです。

★出演者の皆様にコメントをいただきました！

好評発売中！

好評発売中！

好評発売中！


