
裏面に続く

6月 発売公演一覧2022年 6/6（月）、13（月）、20（月）、27（月）6月休館日

4月24日時点
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（土）

毎年完売の人気公演！選りすぐりのネタで吉弥落語をたっぷりお楽しみください。

（日）
2:00PM 全席指定￥4,0008 ⁄7

演目は当日のお楽しみ
出演：桂 吉弥、桂 二乗、桂 弥っこ

NHK「みんなのうた」の歴代の名曲を全編に散りばめた、子どもから大人まで楽しめるミュージカル！

（土）
1:00PM 大人￥5,000 子ども（3歳～中学生）￥3,0009 ⁄10

脚本：德野有美　作曲・音楽監督：八幡 茂　演出：鈴木ひがし
出演：髙橋ひかる、石井杏奈、エハラマサヒロ、石田佳名子、コング桑田、大和悠河 ほか

日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2022
NHKみんなのうたミュージカル
「リトル・ゾンビガール」

桂 吉弥独演会

日本書紀に登場する伝承、西宮市内の『染殿池』にちなんだ寄席、10年ぶりに復活！

（土）
2:00PM 全席指定￥3,5009 ⁄10

演目は当日のお楽しみ
落語：林家染二、月亭文都、林家花丸、露の団姫
乙女文楽：吉田光華
トーク：辰馬朱満子（白鷹禄水苑 総合プロデューサー）

河内厚郎（芸術文化センター 特別参与）
聞き手：林家花丸

染殿寄席
そ め ど の  よ 　　せ

田尾下哲×宮川彬良による物語と音楽が紡ぐ、懐かしくも新しい“オズの魔法使い”
 ミュージカル

「DOROTHY～オズの魔法使い～」
ドロ シ ー

開館より続く万作・萬斎狂言、今年はついに親子三代での上演！

（木） A￥6,000 B￥4,00011 ⁄10 （金）　各日2:00PM11
解説：野村萬斎
「鍋八撥」「六地蔵」
出演：野村万作、野村萬斎
野村裕基 ほか

野村万作・萬斎狂言公演～狂言三代～

林真理子セレクトによる珠玉のオペラ・アリアとクロストーク

プッチーニ：「ラ・ボエーム」より　“私の名はミミ”
 「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ” ほか

トーク：林真理子　ソプラノ：小林沙羅　テノール：西村 悟
ピアノ：河野紘子　ナビゲーター：浦久俊彦

マリコとオペラ！ 作家・林真理子が誘う魅惑のオペラ

©NIPPON COLUMBIA©NIPPON COLUMBIA©NIPPON COLUMBIA©NIPPON COLUMBIA©NIPPON COLUMBIA©NIPPON COLUMBIA©NIPPON COLUMBIA ©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate

芸術文化センターウェブサイト「先行予約会員」ページの
「会員情報の変更」より、ご登録をお願いします。➡
※「メルマガの配信を希望する」にも併せてチェックをお願いします。

メールアドレスのご登録をお願いします

〈新型コロナウイルス感染防止対策にご理解とご協力をお願いいたします。〉
※マスクを着用されていない方はご入場できません。（マウスシールド不可） 
※平熱より1℃以上、もしくは37.5℃以上の発熱がある方は入場をお断りさせていただきます。

・ 公演が中止・延期になった場合、購入者の方には、
先行予約会員に登録されているメールアドレスに、
メールでお知らせいたします。

・座席は、業種別ガイドラインに基づき、隣席を空けない配席で販売します。
・来場者情報を把握するため、芸術文化センターでのチケットのご購入は芸術文化センター先行予約会員の登録（無料）が必要で
す。 なお、チケットは、一公演につきお一人様２枚（９/３（土）･４（日）「佐渡裕とスーパーキッズ・オーケストラ2022」、９/１０

（土）「リトル・ゾンビガール」、１０/１４（金）、１１/１１（金）「ワンコイン・コンサート」は４枚）までとさせていただきます。

掲載の公演は、やむを得ない事情により、中止等変更になる場合がございます。
最新の情報につきましては、ウェブサイト、メールマガジン、公式Twitterなどでお知らせいたしますので、ご来場
の前に必ずご確認いただきますようお願いいたします。

※記載のない公演は、未就学児童入場不可。　※本誌記載の料金は、すべて消費税込み。
※総合カウンターでの直接購入は、残席がある場合のみ各発売日の翌営業日より販売いたします｡

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

（金）
11:30AM10 ⁄14 全席指定￥500

ブラームス：ハンガリー舞曲集より
山田耕筰（小西欣一編曲）：この道
サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか
ピアノ：崔 理英

作・演出：田尾下 哲　作曲・音楽監督：宮川彬良
作詞：安田佑子　出演：桜井玲香
蒼井翔太・鈴木勝吾(Wキャスト)
凰稀かなめ／鈴木壮麻 ほか

ワンコイン・コンサート

中田 麦～マリンバで贈る、珠玉の名曲
な か  た ば く

（金）
11:30AM11 ⁄11 全席指定￥500

中田喜直：悲しくなったときは
ロッシーニ：歌劇「セビリャの理髪師」より “陰口はそよ風のように”
ビゼー：歌劇「カルメン」より “闘牛士の歌” ほか
ピアノ：鎌田史子

湯浅貴斗～幽玄なるバス・バリトンの誘い
ゆ　あさ たく    と

（水）
2:00PM S￥5,800 A￥3,50011 ⁄30

推奨年齢6歳以上
※推奨年齢は公演を楽しんでいただける
年齢の目安です。

※他券種の取扱はチラシ等をご確認ください。

3歳
から入場可

（金）
2:00PM 指定￥12,000※9 ⁄16 （土）

12:00PM/4:30PM17 （日）
12:00PM/4:30PM18 （月・祝）

1:00PM19



J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲 第3番、ヴァイオリン協奏曲 第2番
バルトーク：弦楽のためのディヴェルティメント
特別ゲスト：日下紗矢子（ヴァイオリン）　出演：PACストリングス・メンバー

ゲストは兵庫出身で国際的に活躍するヴァイオリニスト、日下紗矢子！

（土）
2:00PM A￥3,000 B￥2,000 ※21-22PACオーケストラ会員はA￥2,500 B￥1,500でご購入いただけます。8 ⁄6
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（日）

西村由紀江：朝日のあたる家
グリーグ：組曲「ホルベアの時代から」 ほか

夢いっぱいの子供たちから、音楽の贈り物

（土）
5:00PM A￥3,000 B￥1,0009 ⁄3 （日）

2:00PM4

佐渡裕とスーパーキッズ・オーケストラ2022

©Akira Muto©Akira Muto©Akira Muto©Akira Muto©Akira Muto©Akira Muto©Akira Muto

ご予約・
お問合せ 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 ※祝日の場合は翌日 芸術文化センター 検 索インターネット予約

テノール：ホセ・カレーラス
ピアノ：ロレンツォ・バヴァーイ

（日）
4:00PM10 ⁄30

奇跡のテノール 永遠の歌声 16年ぶりに帰って来る！

ホセ・カレーラス テノール・リサイタル2022
S￥24,000 A￥19,000 B￥14,000 C￥9,000 D￥5,000
   　￥35,000 ※SS席は公演記念プログラム付き

初めての古楽。チェンバロとフォルテピアノの魅力を堪能！

高田泰治  美しき古の音
古楽の愉しみ／　  ステップコンサート

いにしえ

（日）
2:00PM A￥3,000 B￥2,0009 ⁄25

必聴！世界が注目する新時代の天才ヴァイオリニスト

アリーナ・イブラギモヴァ 無伴奏ヴァイオリン・リサイタル
J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番　ビーバー：『ロザリオのソナタ』より パッサカリア
イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第３番「バラード」　バルトーク：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

J.S.バッハ：イタリア協奏曲
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ「月光」 ほか
チェンバロ・フォルテピアノ・お話：高田泰治
お話：安田泰儀（調律師）

（土）
2:00PM A￥3,000 B￥1,0009 ⁄10

兵庫芸術文化センター管弦楽団 室内楽シリーズ73

PAC STRINGS!(パック・ストリングス)

©Giorgia Bertazzi©Giorgia Bertazzi©Giorgia Bertazzi©Giorgia Bertazzi©Giorgia Bertazzi©Giorgia Bertazzi©Giorgia Bertazzi

シベリウス：交響曲 第1番
ブラームス：交響曲 第1番

（日）
3:00PM11 ⁄13

日本が誇る名匠が芸文初タクト！十八番シベリウス＆ブラームスNo.1

尾高忠明指揮 交響曲 No.1 大阪フィルハーモニー交響楽団

A￥5,000 B￥4,000 C￥3,000 D￥2,000 ©Martin Richardson©Martin Richardson©Martin Richardson©Martin Richardson©Martin Richardson©Martin Richardson©Martin Richardson ©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆

レスピーギ（山中・高橋編）：ローマの祭り
モーツァルト：2台のピアノのためのソナタ
チャイコフスキー（山中・高橋編）：くるみ割り人形
ジョン・ウィリアムズ（山中編）：ハリー・ポッターより ほか
ピアノ：山中惇史、高橋優介

唯一無二のピアノデュオ、華麗に誕生！

アン・セット・シス ～２台ピアノが奏でるローマの祭り
プロムナード・コンサート

（水・祝）
2:00PM A￥2,000 B￥1,00011 ⁄23 ©Takafumi Ueno©Takafumi Ueno©Takafumi Ueno©Takafumi Ueno©Takafumi Ueno©Takafumi Ueno©Takafumi Ueno

©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆

ハイドン：交響曲 第90番
ブルックナー：交響曲 第6番
指揮・芸術監督：佐渡 裕

新シーズンの開幕は佐渡 裕芸術監督のハイドン＆ブルックナー！

（金） A￥4,000 B￥3,000 C￥2,000 D￥1,0009 ⁄16 （日）　各日3:00PM18（土）17 ©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆©飯島 隆

第135回定期演奏会

佐渡 裕 ブルックナー第6番

ハチャトゥリアン：ヴァイオリン協奏曲
ベートーヴェン：交響曲 第7番
指揮：ミヒャエル・ザンデルリンク
ヴァイオリン：木嶋真優

初登場のザンデルリンク＆テレビでも大活躍の木嶋真優による豪華プログラム！

（金） A￥4,000 B￥3,000 C￥2,000 D￥1,00010 ⁄7 （日）　各日3:00PM9（土）8 ©Markenfotografie©Markenfotografie©Markenfotografie©Markenfotografie©Markenfotografie©Markenfotografie©Markenfotografie

第136回定期演奏会

ハチャトゥリアン＆ベートーヴェン第7番

伊福部昭：舞踊曲「サロメ」より
７つのヴェールの踊り

ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番
バルトーク：管弦楽のための協奏曲
指揮：カーチュン・ウォン　ピアノ：三浦謙司

スゴイ！ロン＝ティボー・クレスパン国際コンクール優勝の三浦謙司がPAC定期初登場！

（金） A￥4,000 B￥3,000 C￥2,000 D￥1,00011 ⁄18 （日）　各日3:00PM20（土）19 ©Angie Kremer©Angie Kremer©Angie Kremer©Angie Kremer©Angie Kremer©Angie Kremer©Angie Kremer ©Jeremy Knowles©Jeremy Knowles©Jeremy Knowles©Jeremy Knowles©Jeremy Knowles©Jeremy Knowles©Jeremy Knowles

©KINYA OTA（MILD）©KINYA OTA（MILD）©KINYA OTA（MILD）©KINYA OTA（MILD）©KINYA OTA（MILD）©KINYA OTA（MILD）©KINYA OTA（MILD）

第137回定期演奏会

ラフマニノフ＆バルトーク
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※入国制限措置等の理由により公演が中止・変更になる場合があります。

※入国制限措置等の理由により公演が中止・変更になる場合があります。

6/25（土)･26（日)
「METオーケストラ来日公演（メトロポリタン歌劇場管弦楽団）」公演中止

標記公演は、日本国内における新型コロナウイルス感染症の厳しい現状を鑑み、招聘元の判断により公演中止
を決定いたしました。詳しくは当センターウェブサイトをご確認ください。

「ダン・タイ・ソン ピアノ・リサイタル」振替公演
再販売のお知らせ

9/1（木）7:00PM KOBELCO 大ホールで開催予定の標記公演の入場
券を 6/26（日）10:00AMより再販売いたします。　 詳しくはこちら▶

指揮・芸術監督：佐渡 裕
特別ゲスト（9/3のみ）：西村由紀江（ピアノ）
演奏：スーパーキッズ・オーケストラ
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