
大人の冬に彩りを添える、年に一度のジャズの祭典。今年、あなたはどれを選ぶ？

半世紀以上にわたりジャズシーンのトップを走るカリスマ、渡辺貞夫。今年は渡辺が
厚い信頼を寄せるミュージシャンとのクインテット！

昨年60周年を迎えた老舗ビッグバンド、アロージャズ。2016年の共演ではパワフル
なトランペットで会場を沸かせたあの日野皓正が再登場！

クリスマス、ジャズが聴きたい

9/21
（土）
先行予約
開始

Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

（日）
  5:00pm12 ⁄8

A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

（土）
  4:00pm12 ⁄21

A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

渡辺貞夫（サキソフォン）Down East1st
Day

フュージョン時代の人気曲から現在の愛奏曲までメロディアスなレパートリーを
トップクラスのミュージシャンたちと新たな解釈で演奏
■サキソフォン／渡辺貞夫
■ピアノ/ラッセル・フェランテ　■ギター/養父 貴
■ベース/ベン・ウィリアムス
■ドラムス/ピーター・アースキン

ジャンピン・アット・ザ・ウッドサイド、枯葉、虹の彼方に、マイルストーン
クリスマスソング　ほか（予定）

■アロージャズオーケストラ
　トランペット／日野皓正
　ヴォーカル／KIKO

「聴いていて心地よいジャズ」をモットーに多くのファンを魅了しているヨーロピアン・
ジャズのレーベル澤野工房。今年はハンガリーの新星、ミクロス・ガニが登場！

（金）
  7:00pm12 ⁄13

A ￥5,000　B ￥4,000

アトリエ澤野スペシャル ミクロス・ガニ（ピアノ） トリオ

サウンド・オブ・サイレンス（サイモン＆ガーファンクル）
リボン・イン・ザ・スカイ（スティービー・ワンダー）　ほか（予定）
■ピアノ／ミクロス・ガニ　■ベース／ピーター・オラー
■ドラムス／アッティラ・ギャールファーシュ

日本を代表するジャズ・ギタリスト、無限のステージ。ジャズ・スタンダードからクリス
マスソング、オリジナルまで、5人の出演者が多彩に魅せる。

（日）
  3:00pm12 ⁄22

A ￥5,000　B ￥4,000

渡辺香津美（ギター）プレゼンツ Castle in the Air

この素晴らしき世界、ザ・クリスマスソング、ノルウェーの森　ほか（予定）

■出演／Castle in the Air（ピアノ：谷川公子+ギター／渡辺香津美）
■ベース／吉野弘志
■パーカッション／ヤヒロトモヒロ
■ゲスト・ヴォーカル／Shanti

御年90歳。旧き良きジャズを今に伝えるスウィング・ジャズの伝道師。今年は映画音楽
も交え心温まるステージをお届けします。紳士的で楽しいトークも大好評。

（水）
  3:00pm12 ⁄18

A ￥5,000　B ￥4,000

北村英治（クラリネット） カルテット

ひまわり、シェルブールの雨傘、メモリーズ・オブ・ユー
シング・シング・シング　　ほか（予定）
■クラリネット／北村英治
■ピアノ＆ヴォーカル／高浜和英
■ベース／山口雄三
■ドラムス／八城邦義

芦屋市出身、ニューヨークを拠点に活躍するトランペッターが兵庫に凱旋！日本人と
して初めて米国ブルー・ノート・レーベルと契約した次世代の巨匠！

（月）
  7:00pm12 ⁄23

A ￥5,000　B ￥4,000

黒田卓也（トランペット）クインテット

キャラバン、ふたりの誓い（カーペンターズ）、サンタが街にやってくる　ほか

■サックス／西口明宏
■ピアノ／大林武司
■ベース／中林薫平
■ドラムス／菅野知明

2016年公演より

アロージャズオーケストラ＆日野皓正

2nd
Day

3rd
Day

6th
Day

5th
Day

4th
Day

※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 10月号は10/7（月）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。

※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）

芸術文化センター 検 索

2019

NEWS 9先行予約会員

9/22（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

発送手数料おまとめサービス

9月休館日
9/2（月）、9（月）、17（火）、24（火）、30（月）

~9/29（日） ※9/24（火）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、9/23（月・祝）より販売いたします。

10月発売予定
10/11（金）～12（土）    　　　      、10/13（日） 先行予約 一般発売

大

※「常陸坊海尊」、「私たちは何も知らない」は
　10/5（土）一般発売。

小

9/20(金)～21(土)に
左記先行予約対象公演を
 クレジットカード決済×郵送 でご購入
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。

中

中

中

中
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橋本桂子 ～無限に広がる箏の可能性

小林佑太朗 ～さまざまな顔をもつファゴット
こばやし ゆうたろう

はしもと けいこ

小

小
中

ミ ー ツ

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

お手元にメモをご用意の上、ご予約ください。

インターネット予約

0798-68-0255
チケットシステムのリニューアルに伴い、ネット予約には会員情報の移行手続きが必要となります。詳しくは同封のご案内チラシをご確認ください。

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。

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！！

「クリスチャン・ツィメルマン 室内楽プロジェクト」出演者変更のお知らせ 10/12（土）5:00PM KOBELCO大ホール
出演者の都合により、ヴィオラ奏者がリシャルド・グロブレフスキよりカタジナ・ブゥドニクに変更となりました。
お客様には、なにとぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

出演者変更のお知らせ



フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
プロフィエフ：『ロメオとジュリエット』組曲（L.バイチ編）
　　　　　  ヴァイオリン・ソナタ 第2番　ほか

■ヴァイオリン／木嶋真優
■ピアノ／イリヤ・ラシュコフスキー

天才少年少女が深化。稔りの現在を聴く！

9/21
（土）
先行予約
開始

かつて偉大なるロストロポーヴィチに絶賛された天才少女が、世界のヴィルトゥオーゾ
となった。最近では演奏だけに留まらず、お茶の間をにぎわし話題のヴァイオリン奏者、
木嶋真優である。同じく幼少から天才と騒がれた浜松国際ピアノコンクール優勝者ラ
シュコフスキーと組み、初のデュオリサイタル！ 

誕生！若き奏者たちの五重奏

9/21
（土）
先行予約
開始

今、日本クラシック界で注目を浴びている若手奏者たちによる、五重奏が実現します。
ソロあり、デュオあり、トリオあり。そして5人で＜ます＞を。シューベルト三昧のひと
とき。とびっきり新鮮な“ます”を耳と目で、召し上がれ！

（月・祝）
  2:00pm20201⁄13

A ￥3,000　B ￥1,000

9/20
（金）
先行予約
開始

■作／ヤスミナ・レザ（原題：『Le Dieu du carnage』）
■翻訳／岩切正一郎
■演出／上村聡史
■出演／真矢ミキ、岡本健一
　　　　中嶋朋子、近藤芳正

真矢ミキ、全世界注目の傑作コメディで舞台本格復帰！
世界各国から注目されているフランスの劇作家ヤスミナ・レザによる傑作コメディ。
朝の情報番組でも活躍中の真矢ミキが舞台本格復帰を果たし、岡本健一と15年
ぶりの共演が実現します。全世界から喝采を浴びた上質な大人のコメディの新たな
上演にご期待ください！

12 ⁄7（土）  2:00pm／6:00pm・8（日）  1:00pm
全席指定 ￥8,500

9/20
（金）
先行予約
開始

■作／リチャード・カリノスキー
■演出／栗山民也
■出演／眞島秀和、岸井ゆきの
　　　　 久保酎吉、升水柚希

眞島秀和&岸井ゆきのが挑む「愛の物語」
第一次大戦中に起きたアルメニア人迫害の実話に基づき描かれた「月の獣」。
1995年の初演以来20か国以上で上演され、「モリエール賞」を受賞しています。
今年3月の舞台「チャイメリカ」での鮮烈な演技も記憶に新しい眞島秀和と、連続
テレビ小説「まんぷく」など活躍目覚しい岸井ゆきのが主人公アラムとその妻セタ
を演じます。苦しい過去を受け入れ、真の家族になっていく―
人間の本質を栗山民也が鋭く描き出します。

12 ⁄28（土）・29（日）各日1:00pm
全席指定 ￥8,000

正しいオトナたち

月の獣

9/20
（金）
先行予約
開始

ポンセ：南のソナチネ より、モーツァルト：トルコ行進曲
ワックスマン：カルメン・ファンタジー、シューマン：アダージョとアレグロop.70 ほか 

2020年度（2020年4月から2021年3月）ワンコイン・コンサート出演予定者より
■出演／山口莉奈（ギター）、伊東 裕（チェロ）＆秋元孝介（ピアノ）[葵トリオ メンバーより]
　　　　 儀間太久実（口笛）、大谷雄一（チェロ）、小松加奈（マリンバ）
　　　　 關口康祐（ピアノ）、吉本梨乃（ヴァイオリン）
■特別ゲスト／片岡リサ（筝・2010年ワンコイン・コンサート出演）

お正月に、１年間のワンコイン・コンサートをおトクにさきどり！
「ワンコイン・コンサート」シリーズから、新年を祝う新たなコンサートの登場です。
次年度のワンコイン・コンサートに出演予定のアーティストが、一堂に会する贅沢な
コンサート。選りすぐりの選曲で、リレーコンサートをお届けします。

（金）
  2:00pm

全席指定 ￥1,000

9/20
（金）
先行予約
開始

■作・演出／永井 愛
■出演／朝倉あき、藤野涼子、大西礼芳、夏子
　　　　富山えり子、須藤 蓮、枝元 萌

待望の永井愛の新作が登場！
演劇賞を多数受賞した『ザ・空気』シリーズを作・演出した永井愛が今回挑む新作は、
雑誌『青鞜』の編集部を舞台にした、平塚らいてうを始めとする若い女性たちの青春
群像劇。封建的な家制度が根強く残る時代に、女性の覚醒を目指して奮闘する女たち
の生きざまを描きます。

2020 1 ⁄4（土）
  2:00pm

A ￥5,000　B ￥3,000

二兎社公演43

『私たちは何も知らない』

9/20
（金）
先行予約
開始

■作／秋元松代
■演出／長塚圭史
■出演／白石加代子　ほか

長塚圭史×白石加代子のタッグで上演！
蜷川幸雄演出とのコンビによる「近松心中物語」で有名な劇作家・秋元松代の最高
傑作といわれ、伝説の名作「常陸坊海尊」。源義経の忠臣でありながら主を見捨てて
逃亡し、のちに不老不死の身となったと言われる伝説の人物。海尊と出会い、その
精神の尊さに触れ、海尊信仰を継承していこうとしているイタコのおばば役に、
1997年に同役を演じた白石加代子が再び挑みます。

2020 1 ⁄11 ・12（土） （日）各日12:00pm
A ￥7,800　B ￥6,000

常陸坊海尊
ひたちぼうかいそん

木嶋真優（ヴァイオリン）＆イリヤ・ラシュコフスキー（ピアノ）
デュオリサイタル

（日）
  2:00pm2020 2⁄2

A ￥3,000　B ￥1,000

エルンスト：シューベルト「魔王」の主題による大奇想曲★
シューベルト：即興曲第2番 D.899☆
　　　　　  アヴェ・マリア（◆☆）、弦楽三重奏曲第1番 D.471（★◎◆）
　　　　　  ピアノ五重奏曲「ます」（全員）

■ピアノ／萩原麻未☆
■ヴァイオリン／辻 彩奈★
■ヴィオラ／安達真理◎
■チェロ／横坂 源◆
■コントラバス／加藤雄太令和元年の大晦日は、ドラマティックに！

9/21
（土）
先行予約
開始

毎年恒例の大晦日のコンサート。今年はイタリア・オペラの巨匠プッチーニ・フェス
ティヴァル！心をつかんでやまない名アリアの数々をお届けします。驚きのスピント・
テナー、ガストン・リベロが歌う極上アリア「誰も寝てはならぬ」に期待大。恋するヒロ
インたちには、ソプラノの並河寿美、中村恵理と豪華布陣。指揮者にはイタリアから
俊英ダミアン・イオリオを招へい。令和元年の特別な大晦日は、ぜひ劇場でお過ごし
ください！

（火）
  3:00pm12 ⁄31

A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

プッチーニ：『ラ・ボエーム』冷たい手を、わたしの名はミミ、わたしが街を歩けば
　　　　   『トスカ』歌に生き 恋に生き
　　　　   『蝶々夫人』より
　　　　   『トゥーランドット』誰も寝てはならぬ　
マスカーニ：『カヴァレリア・ルスティカーナ』間奏曲　ほか予定

■ソプラノ／並河寿美、中村恵理、スヨン・カン
■テノール／ガストン・リベロ、樋口達哉
■バリトン／池内 響
■指揮／ダミアン・イオリオ
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

令和初のニューイヤーをお祝いしましょう！

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
ニューイヤー・コンサート 

9/21
（土）
先行予約
開始

毎年大好評の宮川彬良さんとアンサンブル･ベガのニューイヤー・コンサート。令和
初の新春も、楽しいトークと美しい室内楽の演奏でお届けします！素敵な新年を皆様
ぜひ一緒にお迎えしましょう！

（日）
  3:00pm20201⁄5

A ￥5,000　B ￥4,000

Ⓒ Hikaru Hoshi

（月・祝）
2:00pm
000

ァイオリン）＆イリヤ・ラシュコフ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ HikaHikaHikaHikHikaHikaHikaHikaHikaHikaHikHikaHikaHikaHikaHikaHikaHH ru ru Hu u Hu Hru ru Hru Hru Hru Hru HHru Hruru ru ru Hru Hru Hru Hru oshhhhhhoshoshihhoshihoshoshⒸ Hikaru Hoshi

プロムナード・コンサート

シューベルトの宴

Ⓒ Keiichi Suto

（日）
2:00pm
1,000 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KeiiKeiiKKKeKeKeK iiKeiiKeKK chchi chi chihchi chi chichichhhhhchichihchchhh S tSutoSutoSutotttSutoutoSutottSutoⒸ Keiichi Suto

2020年度ワンコイン・コンサート出演者お披露目
新春・顔見世コンサート

9/20
（金）
先行予約
開始

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
2月は、箏の橋本桂子。ヴァイオリンとの共演で、古典的な箏曲から近代音楽まで、
新しい箏の世界をお届けします！3月は大阪フィル第一ファゴット奏者の小林佑太朗。
本公演のために書き下ろされた新曲も披露します！

ワンコイン・コンサート

橋本桂子 ～無限に広がる箏の可能性
はしもと け い こ

八橋検校：六段の調、宮城道雄：春の海、瀬音
ヴィヴァルディ：「四季」より春 第1楽章　ほか

■箏／橋本桂子　■ヴァイオリン／宮田晴奈

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！

2020 2 ⁄22（土）  11:30am/3:00pm　全席指定 ￥500

小林佑太朗 ～さまざまな顔をもつファゴット
こばやし ゆうたろう

ウェーバー：アンダンテとハンガリー風ロンド
モーツァルト：ファゴット協奏曲より
森 亮平（編）：日本歌曲メドレー　ほか

■ファゴット／小林佑太朗　■ピアノ／森 亮平

2020 3⁄10（火）  11:30am　全席指定 ￥500

世界の小曽根真と贈る、シンフォニック・ジャズ！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

ＰＡＣ meets OZONE
9/21
（土）
先行予約
開始

神戸出身、世界で活躍するジャズ・ピアニスト小曽根真がＰＡＣに登場。モーツァルトの
ピアノ協奏曲「ジュノム」ジャズ・アレンジ版や、人気の小曽根オリジナル曲を初の
オーケストラ・アレンジでお届けする、豪華シンフォニック・ジャズ・コンサート！

（土）
  3:00pm12 ⁄ 7

A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

＜小曽根真オリジナル＞No Siesta、Cave Walk　ほか
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第9番 「ジュノム」（小曽根真ジャズ・アレンジ版）

■ピアノ／小曽根 真　■ベース／中村健吾　■ドラムス／高橋信之介
■指揮／熊倉 優　■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

Ⓒ 中村風詩人

（土）12 ⁄7

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 中村風詩中中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村風詩中村中 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人Ⓒ 中村風詩人

Ⓒ PACOⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ PACOPACOPACOPACOACOPACOPACOPACOPACOPACOPACOPACOPACOPACOPACOPACOACPACOACOPACOPACOⒸ PACO

Ⓒ 飯島 隆pm
0

・コンサート

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ 飯島 飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 隆飯島 飯島 飯島 島 隆島 島島  島 島 島 飯島 隆島 Ⓒ 飯島 隆

ジルヴェスター・オペラ・コンサート
プッチーニ・ガラ！

ジルヴェスター・ミュージカル・コンサート2018 Ⓒ Kate Everall

00

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KateKateKateKateateatetateateateKateKateKateKateeKateKateKate Ev EveEvEve Eve EveEveEveEveE EveEve Eve EveEveEveEv EveEve Eve EverararallrarararararallrararararⒸ Kate Everall

Ⓒ Chris Gloag

かつて
となっ
木嶋真
シュコⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ ChriChriChriChriChriChriChriChriChriChChrChriChriChriChriChriChriChriChriChr s Gls Gls Gls Gls Gls Gls Gs Gs Gs Gs Gls Gls Gls Gls Gs Gs Gls s Gs Gls GloagoagoagoagoaoaoagoagⒸ Chris Gloag

Ⓒ Fadil Berisha

ンク
フ

　　　

■ヴァ
■ピア■ピア

フラン
プロフ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸ FadFadiFadFadFadFadFadFadiFadFadFadFadFadFadFadFadFadFadFaFadFa l Bel Be BeBeBeBeBBBel BeBBeBe i hii hrishrishrishrishrishrishi hhrishhhi hii hrishrishhrishaaⒸ Fadil Berisha

山田耕筰：からたちの花、ビートルズ：サムシング　ほか

■ピアノ・トーク／宮川彬良（音楽監督、作・編曲）
■ヴァイオリン／辻井 淳、日比浩一
■ヴィオラ／馬渕昌子
■チェロ／近藤浩志
■コントラバス／新 眞二
■クラリネット／鈴木豊人
■ファゴット／星野則雄
■ホルン／池田重一
■構成・台本／響 敏也

2019年公演より

い　  ま

Ⓒ CODiSODiODiODODiODODODODODODODODOOODOODOO SSSSⒸ CODiSⒸ CODiS ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ CCCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCCCOCOCOCCCCOⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOODODODiODiODiODODODODODODODODODOOOODO SSSSⒸ CODiS

2020 1 ⁄3

一般発売：10/5（土）

一般発売：10/5（土）
ミ ー ツ



フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調
プロフィエフ：『ロメオとジュリエット』組曲（L.バイチ編）
　　　　　  ヴァイオリン・ソナタ 第2番　ほか

■ヴァイオリン／木嶋真優
■ピアノ／イリヤ・ラシュコフスキー

天才少年少女が深化。稔りの現在を聴く！

9/21
（土）
先行予約
開始

かつて偉大なるロストロポーヴィチに絶賛された天才少女が、世界のヴィルトゥオーゾ
となった。最近では演奏だけに留まらず、お茶の間をにぎわし話題のヴァイオリン奏者、
木嶋真優である。同じく幼少から天才と騒がれた浜松国際ピアノコンクール優勝者ラ
シュコフスキーと組み、初のデュオリサイタル！ 

誕生！若き奏者たちの五重奏

9/21
（土）
先行予約
開始

今、日本クラシック界で注目を浴びている若手奏者たちによる、五重奏が実現します。
ソロあり、デュオあり、トリオあり。そして5人で＜ます＞を。シューベルト三昧のひと
とき。とびっきり新鮮な“ます”を耳と目で、召し上がれ！

（月・祝）
  2:00pm20201⁄13

A ￥3,000　B ￥1,000

9/20
（金）
先行予約
開始

■作／ヤスミナ・レザ（原題：『Le Dieu du carnage』）
■翻訳／岩切正一郎
■演出／上村聡史
■出演／真矢ミキ、岡本健一
　　　　中嶋朋子、近藤芳正

真矢ミキ、全世界注目の傑作コメディで舞台本格復帰！
世界各国から注目されているフランスの劇作家ヤスミナ・レザによる傑作コメディ。
朝の情報番組でも活躍中の真矢ミキが舞台本格復帰を果たし、岡本健一と15年
ぶりの共演が実現します。全世界から喝采を浴びた上質な大人のコメディの新たな
上演にご期待ください！

12 ⁄7（土）  2:00pm／6:00pm・8（日）  1:00pm
全席指定 ￥8,500

9/20
（金）
先行予約
開始

■作／リチャード・カリノスキー
■演出／栗山民也
■出演／眞島秀和、岸井ゆきの
　　　　 久保酎吉、升水柚希

眞島秀和&岸井ゆきのが挑む「愛の物語」
第一次大戦中に起きたアルメニア人迫害の実話に基づき描かれた「月の獣」。
1995年の初演以来20か国以上で上演され、「モリエール賞」を受賞しています。
今年3月の舞台「チャイメリカ」での鮮烈な演技も記憶に新しい眞島秀和と、連続
テレビ小説「まんぷく」など活躍目覚しい岸井ゆきのが主人公アラムとその妻セタ
を演じます。苦しい過去を受け入れ、真の家族になっていく―
人間の本質を栗山民也が鋭く描き出します。

12 ⁄28（土）・29（日）各日1:00pm
全席指定 ￥8,000

正しいオトナたち

月の獣

9/20
（金）
先行予約
開始

ポンセ：南のソナチネ より、モーツァルト：トルコ行進曲
ワックスマン：カルメン・ファンタジー、シューマン：アダージョとアレグロop.70 ほか 

2020年度（2020年4月から2021年3月）ワンコイン・コンサート出演予定者より
■出演／山口莉奈（ギター）、伊東 裕（チェロ）＆秋元孝介（ピアノ）[葵トリオ メンバーより]
　　　　 儀間太久実（口笛）、大谷雄一（チェロ）、小松加奈（マリンバ）
　　　　 關口康祐（ピアノ）、吉本梨乃（ヴァイオリン）
■特別ゲスト／片岡リサ（筝・2010年ワンコイン・コンサート出演）

お正月に、１年間のワンコイン・コンサートをおトクにさきどり！
「ワンコイン・コンサート」シリーズから、新年を祝う新たなコンサートの登場です。
次年度のワンコイン・コンサートに出演予定のアーティストが、一堂に会する贅沢な
コンサート。選りすぐりの選曲で、リレーコンサートをお届けします。

（金）
  2:00pm

全席指定 ￥1,000

9/20
（金）
先行予約
開始

■作・演出／永井 愛
■出演／朝倉あき、藤野涼子、大西礼芳、夏子
　　　　富山えり子、須藤 蓮、枝元 萌

待望の永井愛の新作が登場！
演劇賞を多数受賞した『ザ・空気』シリーズを作・演出した永井愛が今回挑む新作は、
雑誌『青鞜』の編集部を舞台にした、平塚らいてうを始めとする若い女性たちの青春
群像劇。封建的な家制度が根強く残る時代に、女性の覚醒を目指して奮闘する女たち
の生きざまを描きます。

2020 1 ⁄4（土）
  2:00pm

A ￥5,000　B ￥3,000

二兎社公演43

『私たちは何も知らない』

9/20
（金）
先行予約
開始

■作／秋元松代
■演出／長塚圭史
■出演／白石加代子　ほか

長塚圭史×白石加代子のタッグで上演！
蜷川幸雄演出とのコンビによる「近松心中物語」で有名な劇作家・秋元松代の最高
傑作といわれ、伝説の名作「常陸坊海尊」。源義経の忠臣でありながら主を見捨てて
逃亡し、のちに不老不死の身となったと言われる伝説の人物。海尊と出会い、その
精神の尊さに触れ、海尊信仰を継承していこうとしているイタコのおばば役に、
1997年に同役を演じた白石加代子が再び挑みます。

2020 1 ⁄11 ・12（土） （日）各日12:00pm
A ￥7,800　B ￥6,000

常陸坊海尊
ひたちぼうかいそん

木嶋真優（ヴァイオリン）＆イリヤ・ラシュコフスキー（ピアノ）
デュオリサイタル

（日）
  2:00pm2020 2⁄2

A ￥3,000　B ￥1,000

エルンスト：シューベルト「魔王」の主題による大奇想曲★
シューベルト：即興曲第2番 D.899☆
　　　　　  アヴェ・マリア（◆☆）、弦楽三重奏曲第1番 D.471（★◎◆）
　　　　　  ピアノ五重奏曲「ます」（全員）

■ピアノ／萩原麻未☆
■ヴァイオリン／辻 彩奈★
■ヴィオラ／安達真理◎
■チェロ／横坂 源◆
■コントラバス／加藤雄太令和元年の大晦日は、ドラマティックに！

9/21
（土）
先行予約
開始

毎年恒例の大晦日のコンサート。今年はイタリア・オペラの巨匠プッチーニ・フェス
ティヴァル！心をつかんでやまない名アリアの数々をお届けします。驚きのスピント・
テナー、ガストン・リベロが歌う極上アリア「誰も寝てはならぬ」に期待大。恋するヒロ
インたちには、ソプラノの並河寿美、中村恵理と豪華布陣。指揮者にはイタリアから
俊英ダミアン・イオリオを招へい。令和元年の特別な大晦日は、ぜひ劇場でお過ごし
ください！

（火）
  3:00pm12 ⁄31

A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

プッチーニ：『ラ・ボエーム』冷たい手を、わたしの名はミミ、わたしが街を歩けば
　　　　   『トスカ』歌に生き 恋に生き
　　　　   『蝶々夫人』より
　　　　   『トゥーランドット』誰も寝てはならぬ　
マスカーニ：『カヴァレリア・ルスティカーナ』間奏曲　ほか予定

■ソプラノ／並河寿美、中村恵理、スヨン・カン
■テノール／ガストン・リベロ、樋口達哉
■バリトン／池内 響
■指揮／ダミアン・イオリオ
■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

令和初のニューイヤーをお祝いしましょう！

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
ニューイヤー・コンサート 

9/21
（土）
先行予約
開始

毎年大好評の宮川彬良さんとアンサンブル･ベガのニューイヤー・コンサート。令和
初の新春も、楽しいトークと美しい室内楽の演奏でお届けします！素敵な新年を皆様
ぜひ一緒にお迎えしましょう！

（日）
  3:00pm20201⁄5

A ￥5,000　B ￥4,000

Ⓒ Hikaru Hoshi

（月・祝）
2:00pm
000

ァイオリン）＆イリヤ・ラシュコフ

ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ HikaHikaHikaHikHikaHikaHikaHikaHikaHikaHikHikaHikaHikaHikaHikaHikaHH ru ru Hu u Hu Hru ru Hru Hru Hru Hru HHru Hruru ru ru Hru Hru Hru Hru oshhhhhhoshoshihhoshihoshoshⒸ Hikaru Hoshi

プロムナード・コンサート

シューベルトの宴

Ⓒ Keiichi Suto

（日）
2:00pm
1,000 ⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸⒸ KeiiKeiiKKKeKeKeK iiKeiiKeKK chchi chi chihchi chi chichichhhhhchichihchchhh S tSutoSutoSutotttSutoutoSutottSutoⒸ Keiichi Suto

2020年度ワンコイン・コンサート出演者お披露目
新春・顔見世コンサート

9/20
（金）
先行予約
開始

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
2月は、箏の橋本桂子。ヴァイオリンとの共演で、古典的な箏曲から近代音楽まで、
新しい箏の世界をお届けします！3月は大阪フィル第一ファゴット奏者の小林佑太朗。
本公演のために書き下ろされた新曲も披露します！

ワンコイン・コンサート

橋本桂子 ～無限に広がる箏の可能性
はしもと け い こ

八橋検校：六段の調、宮城道雄：春の海、瀬音
ヴィヴァルディ：「四季」より春 第1楽章　ほか

■箏／橋本桂子　■ヴァイオリン／宮田晴奈

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！

2020 2 ⁄22（土）  11:30am/3:00pm　全席指定 ￥500

小林佑太朗 ～さまざまな顔をもつファゴット
こばやし ゆうたろう

ウェーバー：アンダンテとハンガリー風ロンド
モーツァルト：ファゴット協奏曲より
森 亮平（編）：日本歌曲メドレー　ほか

■ファゴット／小林佑太朗　■ピアノ／森 亮平

2020 3⁄10（火）  11:30am　全席指定 ￥500

世界の小曽根真と贈る、シンフォニック・ジャズ！

芸術文化センター管弦楽団 特別演奏会

ＰＡＣ meets OZONE
9/21
（土）
先行予約
開始

神戸出身、世界で活躍するジャズ・ピアニスト小曽根真がＰＡＣに登場。モーツァルトの
ピアノ協奏曲「ジュノム」ジャズ・アレンジ版や、人気の小曽根オリジナル曲を初の
オーケストラ・アレンジでお届けする、豪華シンフォニック・ジャズ・コンサート！

（土）
  3:00pm12 ⁄ 7

A ￥4,000　B ￥3,000　C ￥2,000　D ￥1,000

＜小曽根真オリジナル＞No Siesta、Cave Walk　ほか
モーツァルト：ピアノ協奏曲 第9番 「ジュノム」（小曽根真ジャズ・アレンジ版）

■ピアノ／小曽根 真　■ベース／中村健吾　■ドラムス／高橋信之介
■指揮／熊倉 優　■管弦楽／兵庫芸術文化センター管弦楽団

Ⓒ 中村風詩人
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ジルヴェスター・オペラ・コンサート
プッチーニ・ガラ！

ジルヴェスター・ミュージカル・コンサート2018 Ⓒ Kate Everall
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山田耕筰：からたちの花、ビートルズ：サムシング　ほか

■ピアノ・トーク／宮川彬良（音楽監督、作・編曲）
■ヴァイオリン／辻井 淳、日比浩一
■ヴィオラ／馬渕昌子
■チェロ／近藤浩志
■コントラバス／新 眞二
■クラリネット／鈴木豊人
■ファゴット／星野則雄
■ホルン／池田重一
■構成・台本／響 敏也

2019年公演より
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2020 1 ⁄3

一般発売：10/5（土）

一般発売：10/5（土）
ミ ー ツ



大人の冬に彩りを添える、年に一度のジャズの祭典。今年、あなたはどれを選ぶ？

半世紀以上にわたりジャズシーンのトップを走るカリスマ、渡辺貞夫。今年は渡辺が
厚い信頼を寄せるミュージシャンとのクインテット！

昨年60周年を迎えた老舗ビッグバンド、アロージャズ。2016年の共演ではパワフル
なトランペットで会場を沸かせたあの日野皓正が再登場！

クリスマス、ジャズが聴きたい

9/21
（土）
先行予約
開始

Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル

（日）
  5:00pm12 ⁄8

A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

（土）
  4:00pm12 ⁄21

A ￥5,000　B ￥4,000　C ￥3,000　D ￥2,000

渡辺貞夫（サキソフォン）Down East1st
Day

フュージョン時代の人気曲から現在の愛奏曲までメロディアスなレパートリーを
トップクラスのミュージシャンたちと新たな解釈で演奏
■サキソフォン／渡辺貞夫
■ピアノ/ラッセル・フェランテ　■ギター/養父 貴
■ベース/ベン・ウィリアムス
■ドラムス/ピーター・アースキン

ジャンピン・アット・ザ・ウッドサイド、枯葉、虹の彼方に、マイルストーン
クリスマスソング　ほか（予定）

■アロージャズオーケストラ
　トランペット／日野皓正
　ヴォーカル／KIKO

「聴いていて心地よいジャズ」をモットーに多くのファンを魅了しているヨーロピアン・
ジャズのレーベル澤野工房。今年はハンガリーの新星、ミクロス・ガニが登場！

（金）
  7:00pm12 ⁄13

A ￥5,000　B ￥4,000

アトリエ澤野スペシャル ミクロス・ガニ（ピアノ） トリオ

サウンド・オブ・サイレンス（サイモン＆ガーファンクル）
リボン・イン・ザ・スカイ（スティービー・ワンダー）　ほか（予定）
■ピアノ／ミクロス・ガニ　■ベース／ピーター・オラー
■ドラムス／アッティラ・ギャールファーシュ

日本を代表するジャズ・ギタリスト、無限のステージ。ジャズ・スタンダードからクリス
マスソング、オリジナルまで、5人の出演者が多彩に魅せる。

（日）
  3:00pm12 ⁄22

A ￥5,000　B ￥4,000

渡辺香津美（ギター）プレゼンツ Castle in the Air

この素晴らしき世界、ザ・クリスマスソング、ノルウェーの森　ほか（予定）

■出演／Castle in the Air（ピアノ：谷川公子+ギター／渡辺香津美）
■ベース／吉野弘志
■パーカッション／ヤヒロトモヒロ
■ゲスト・ヴォーカル／Shanti

御年90歳。旧き良きジャズを今に伝えるスウィング・ジャズの伝道師。今年は映画音楽
も交え心温まるステージをお届けします。紳士的で楽しいトークも大好評。

（水）
  3:00pm12 ⁄18

A ￥5,000　B ￥4,000

北村英治（クラリネット） カルテット

ひまわり、シェルブールの雨傘、メモリーズ・オブ・ユー
シング・シング・シング　　ほか（予定）
■クラリネット／北村英治
■ピアノ＆ヴォーカル／高浜和英
■ベース／山口雄三
■ドラムス／八城邦義

芦屋市出身、ニューヨークを拠点に活躍するトランペッターが兵庫に凱旋！日本人と
して初めて米国ブルー・ノート・レーベルと契約した次世代の巨匠！

（月）
  7:00pm12 ⁄23

A ￥5,000　B ￥4,000

黒田卓也（トランペット）クインテット

キャラバン、ふたりの誓い（カーペンターズ）、サンタが街にやってくる　ほか

■サックス／西口明宏
■ピアノ／大林武司
■ベース／中林薫平
■ドラムス／菅野知明

2016年公演より

アロージャズオーケストラ＆日野皓正

2nd
Day

3rd
Day

6th
Day

5th
Day

4th
Day

※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 10月号は10/7（月）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。

※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）

芸術文化センター 検 索

2019

NEWS 9先行予約会員

9/22（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

発送手数料おまとめサービス

9月休館日
9/2（月）、9（月）、17（火）、24（火）、30（月）

~9/29（日） ※9/24（火）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、9/23（月・祝）より販売いたします。

10月発売予定
10/11（金）～12（土）    　　　      、10/13（日） 先行予約 一般発売

大

※「常陸坊海尊」、「私たちは何も知らない」は
　10/5（土）一般発売。

小

9/20(金)～21(土)に
左記先行予約対象公演を
 クレジットカード決済×郵送 でご購入
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。

中

中

中

中
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橋本桂子 ～無限に広がる箏の可能性

小林佑太朗 ～さまざまな顔をもつファゴット
こばやし ゆうたろう

はしもと けいこ

小

小
中

ミ ー ツ

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

お手元にメモをご用意の上、ご予約ください。

インターネット予約

0798-68-0255
チケットシステムのリニューアルに伴い、ネット予約には会員情報の移行手続きが必要となります。詳しくは同封のご案内チラシをご確認ください。

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。

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！！

「クリスチャン・ツィメルマン 室内楽プロジェクト」出演者変更のお知らせ 10/12（土）5:00PM KOBELCO大ホール
出演者の都合により、ヴィオラ奏者がリシャルド・グロブレフスキよりカタジナ・ブゥドニクに変更となりました。
お客様には、なにとぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

出演者変更のお知らせ


