
裏面に続く

10月 発売公演一覧2022年 10/3（月）、11（火）、17（月）、24（月）、31（月）10月休館日

8月30日時点

15
発
売

（土）

次年度のワンコイン・コンサートに新しく選出されたアーティストが、新年を祝う贅沢なコンサート

（火）
2:00PM 全席指定￥1,0002023 1 ⁄3

R.クラーク：ヴィオラソナタ、ビゼー：歌劇「カルメン」より“ハバネラ”
松村公彦：鳳、ラフマニノフ：前奏曲「鐘」 ほか
出演：岸本萌乃加(ヴァイオリン)、杉田恵理(ヴィオラ)、鳥居侑平(和太鼓)、中谷彩花(ピアノ)、益田早織(メゾ・ソプラノ)

2023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

新年には華やかなウィンナ・ワルツ＆オペレッタ、ダンスを！

（土）
2:00PM2023 1 ⁄7

J.シュトラウスⅡ世：美しく青きドナウ、皇帝円舞曲　レハール：ヴィリアの歌 ほか
指揮＆ヴァイオリン：ヴィリー・ビュッヒラー　ソプラノ：ジュリエット・ハリル
バリトン：アレクサンドル・ブシャ　ダンス：ベルナルド・リベイロ、フランツィスカ・ガスマン

ウィーンのニューイヤー・コンサート 美しく青きドナウ
ウィーン・シュトラウス・フェスティヴァル・オーケストラ

古楽界の俊英、フランスの美を弾く

（日）
2:00PM A￥4,000 B￥3,0002023 1 ⁄8 クープラン：神秘の防壁

J.Ph.ラモー：鳥たちのさえずり、ガヴォットと6つのドゥーブル ほか

世界が注目する11歳の天才ヴァイオリニスト「HIMARI」芸術文化センター初登場!

（水）
4:30PM 開場3:45PM プレトーク4:15PM S￥6,000 A￥5,000 B￥4,000 C￥3,000 D￥1,0002023 1 ⁄4

モーツァルト：交響曲 第41番「ジュピター」、メンデルスゾーン：交響曲 第4番 「イタリア」
ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲 第１番より第1楽章
指揮：大友直人　ヴァイオリン：HIMARI　管弦楽：ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・オーケストラ　プレトーク：三枝成彰

ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・オーケストラ
第11回兵庫公演 名手たちの交響楽団 ニューイヤーコンサート

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。

・ 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枚までと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。

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。
※窓口での直接購入は、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｡

©Hitoshi Iwakiri©Hitoshi Iwakiri©Hitoshi Iwakiri©Hitoshi Iwakiri ©Rowland Kirishima©Rowland Kirishima©Rowland Kirishima©Rowland Kirishima

©Clara Evens©Clara Evens©Clara Evens©Clara Evens

こころ弾む 魅力たっぷりの新春コンサート!

（金）
3:00PM A￥5,000 B￥4,000

A￥7,000 B￥5,000 C￥3,000 D￥2,000

2023 1 ⁄6

デーレ＝宮川彬良：すみれの花咲く部屋、まど・みちを／團 伊玖磨：室内楽版「ぞうさん」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、大光嘉理人(客演)　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：三界達義（客演）　ファゴット：星野則雄
ホルン：池田重一　構成・台本：響 敏也

ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集「四季」
エルガー：愛の挨拶
マスネ：タイスの瞑想曲 ほか

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ ニューイヤー・コンサート 2023

©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate©Dausuke©Dausuke©Dausuke©Dausuke

©Deniz Arslan©Deniz Arslan©Deniz Arslan©Deniz Arslan©Michael Strobl©Michael Strobl©Michael Strobl©Michael Strobl

演奏活動60周年記念! 前橋汀子が珠玉のメンバーと共に贈る名曲の花束

（土）
2:00PM A￥3,000 B￥1,0002023 1 ⁄21 ©篠山紀信©篠山紀信©篠山紀信©篠山紀信 ©Hikaru Hoshi©Hikaru Hoshi©Hikaru Hoshi©Hikaru Hoshi

ジュスタン・テイラー チェンバロ・リサイタル
古楽の愉しみ

前橋汀子（ヴァイオリン）＆弦楽アンサンブル
プロムナード・コンサート

※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。

©Julien-Benhamou©Julien-Benhamou©Julien-Benhamou©Julien-Benhamou

使用楽器：フレンチモデル
　　　　 (18世紀モデル)



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

オール・モーツァルト・プログラム
グラスハーモニカのためのアダージョ ハ長調
ピアノ・ソナタ 第11番「トルコ行進曲付き」ほか

色彩豊かなオール・モーツァルト・プログラム

（日）
2:00PM A￥4,000 B￥3,0002023 1 ⁄29

15
発
売

（土）

16
発
売

（日）

イリーナ・メジューエワ ピアノ・リサイタル

作・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
出演：井上芳雄、緒川たまき、ともさかりえ、松尾 諭、安澤千草、菅原永二
　　清水葉月、富田望生、尾方宣久、森 準人、石住昭彦
　　三宅弘城、三上市朗、萩原聖人

ケラリーノ・サンドロヴィッチが50代最後に描く新作公演!

（木）
6:00PM 全席指定￥9,00012 ⁄8 （金）

2:00PM9 （土）
1:00PM/6:00PM10 （日）

1:00PM11

バッハ：フルート・ソナタ ト短調　フォーレ：シシリエンヌ
ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女　ボルヌ：カルメン幻想曲 ほか

フルート：カール＝ハインツ・シュッツ
ハープ：吉野直子

優雅に華麗に ウィーン・フィルの貴公子と日本を代表するハープの女神

（日）
2:00PM A￥3,000 B￥1,0002023 2 ⁄12

フルートとハープ バレンタイン♥コンサート
シュッツ＆吉野直子

プロムナード・コンサート

※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。

©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate©T.Tairadate ©Akira Muto©Akira Muto©Akira Muto©Akira Muto

 KERA・MAP ＃0１0
「しびれ雲」

演目は当日のお楽しみ
出演：桂 文珍 ほか

上方落語の大看板! 独自視点で世相を切り取る新作落語にも、円熟の話芸が光る古典落語にも定評あり!

（土）
2:00PM 全席指定￥4,5002023 1 ⁄7 （日）

1:00PM8 （月・祝）
1:00PM9

桂 文珍 兵庫大独演会 ～ネタのオートクチュール 新春スペシャル～

作・演出：永井 愛
出演：キムラ緑子、山中 崇、大窪人衛、うらじぬの、相島一之

二兎社伝説の舞台が14年ぶりの再演! “国歌斉唱”をめぐる教師たちの物語

（土）
1:00PM A￥6,000 B￥4,0002023 1 ⁄14

二兎社公演46「歌わせたい男たち」

音楽：W.A.モーツァルト　指揮：Ｋen Ｙanagisawa（柳澤 謙）　演出：高岸未朝
ザラストロ：片桐直樹／武久竜也　タミーノ：秋本靖仁／角地正直
パミーナ：金岡伶奈／奥田敏子　パパゲーノ：萩原寛明／小玉 晃
夜の女王：四方典子／松浦 優 ほか
合唱：関西二期会合唱団　管弦楽：日本センチュリー交響楽団

不滅の愛と冒険を描いたモーツァルトの四大オペラ

（土）
4:00PM A￥9,000 B￥7,0002023 2 ⁄25 （日）

2:00PM26

関西二期会 第９６回オペラ公演 歌劇『魔笛』全2幕／原語上演・日本語台詞・字幕付

詳細は当センターウェブサイト、
チラシ等でご覧ください。

リクエスト
寄席開催！

ようこそ、みんなの広場へ。センターの魅力がつまった丸一日、ぜひ遊びに来てください！

２０２２.１１/９（水）
１０：００AM～5：3０PM
２０２２.１１/９（水）
１０：００AM～5：3０PM

※窓口での取扱は10/21（金）より（残席ある場合のみ）
【全席指定】芸術文化センター 電話・インターネット・窓口で申込
※先着順。各公演お一人様4枚まで申込可、定員になり次第、受付終了。

10/20（木） 10：00AM 申込開始

開催時間や内容等、詳細は同封のチラシをご覧ください。

要事前申込★
「安藤忠雄×佐渡裕 特別対談『街づくりと心の広場』」
「わくわくオーケストラ教室」
「オトナのための上方落語鑑賞教室」
「ピアノのヒミツ」

「安藤忠雄×佐渡裕 特別対談『街づくりと心の広場』」
「わくわくオーケストラ教室」
「オトナのための上方落語鑑賞教室」
「ピアノのヒミツ」

申込不要・出入り自由
「踊るバトン！舞台機構ショー」
「現役音大生によるピアノコンサート」
「スマホ片手に芸術文化センターを探検！
わくわくスタンプラリー」（館内各所）

「踊るバトン！舞台機構ショー」
「現役音大生によるピアノコンサート」
「スマホ片手に芸術文化センターを探検！
わくわくスタンプラリー」（館内各所）

申込方法（要事前申込公演のみ）★

（一部要事前申込）
参加無料




