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マークのある公演は未就学児も入場できます。 web=インターネット予約・販売   　w＝webでのチケット取扱有

友　の　会　9月 9日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　9月10日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　9月11日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

友　の　会　10月7日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　10月8日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　10月9日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

■ １１月２０日（金）
 　①16：００　②19：００ （各60分休憩なし）　
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）
■ 一　般　３,0００円　　学　生　１,０００円
　 友の会　2,500円

片山九郎右衛門

野村萬斎

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

■ 10月２日（金）　13：3０　　■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）
■ 一　般　2,000円　　友の会　1,800円　　学　生　１,０００円

■ １１月１１日（水）　19：００　　
　 ＊18：40から井上由理子（文筆家）によるプレトーク　　
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）
■ 一　般　4,5００円　　学　生　１,０００円
 　友の会　4,050円　　友の会グリーン　3,５００円

高槻明月能　プレイベント
観世流能楽師シテ方 片山九郎右衛門さんの
能はゆかしい おもしろい

第23回 高槻明月能「山姥 白頭」

★休館日： ８月１１日（火）、 9月16日（水）

大ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

8月22日 土 ①橋幸夫と歌の仲間たち　②夢スター春･秋
①13：00
②18：00

①5,800円（税別）
②6,500円（税別）

株式会社夢グループ チケットセンター
0570－666－443

8月23日 日 第１８回阿武山音楽祭 18：00 無料
奥田

072－694－3803

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

8月16日 日  高槻演戯 14：00
前売のみ2,000円
高校生以下無料

ｈｏｏｋ
090－1917－0371

10月4日 日 LTD Dance collection 11 18：00 無料
LTD Dance studio
090－2014－5827

＜7月25日現在の情報です。変更の場合もございます。＞

2020年度の催し　2020年８月～2021年3月
＝グリーン指定：高槻文化友の会会員で次の方〔20才以下、65才以上、障がいのある方〕1,000円引き
＝小中学生特別料金（1,000円）を含む各種割引

８ 

月
17日～（月） 歌声くらぶ in 高槻〔毎月１回〕

26日～（水） はじめての能囃子体験講座

10 

月

 2日（金） 片山九郎右衛門さんの「能はゆかしい おもしろい」  

10日（土） 高槻文化友の会特別企画　フルートとハープの午後

24日（土） ティータイムコンサート　金関環の愉快なコンサート

11 

月

6･7日（金･土） 生命誌を考える映画鑑賞会

11日（水） 第23回 高槻明月能「山姥 白頭」   

15日（日） ジスターファミリー演劇公演「ウラシマコタロウ」 ～少年とカメの友情物語～  

20日（金） 大阪フィルハーモニー交響楽団 「英雄」  

12 

月

5日（土） ティータイムコンサート　津軽三味線と民謡のひととき

6日（日） 高槻フィルハーモニーオーケストラ定期演奏会

12日（土） 第23回･第24回 レセプション亭落語会

13日（日） 筑前琵琶 山崎旭萃一門会

20日（日） 第3回 桐山清澄杯将棋大会

27日（日） ピアニカの魔術師ライブ  

１ 

月

16日（土） ウミネコ楽団サンドアートコンサート  

17日（日） 第12回 たかつきスクールJAZZコンテスト

23日（土） 第2回 高槻こども王将戦

２ 

月

10日～（水） 謡と小鼓の短期体験教室 後期「和魂７」

13日（土） ピアノリレー記念コンサート　塩谷哲 Special Duo with 松本和将  

20日～（土） 高槻de演劇  

23日（祝） ピッコロサーカス

３ 

月

6日（土） 第10回記念 たかつき市民能

7日（日） 第17回 たかつき和太鼓フェスティバル

12日（金） 桂米朝一門若手落語会

13日（土） ステージタイガー演劇トークライブ～高槻在住の劇作家を迎えて

20･21日（土･日） 第27回 ピアノリレーコンサート

・日程・内容等は変更になる場合がございます。

 L.v.ベートーヴェン：
交響曲 第３番 変ホ長調 作品55「英雄」

一調「笠之段（かさのだん）」　（謡）片山九郎右衛門　 （小鼓）林 吉兵衛
狂言「苞山伏（つとやまぶし）」　野村萬斎
能　「山姥 白頭（やまんば はくとう）」　片山九郎右衛門　　他

 ベートーヴェン  生誕250年
大阪フィルハーモニー交響楽団「英雄」

公演事業の再開に際しましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底した上で実施します。
参加人数の調整や入場方法の制限などご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。 新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

山姥の山廻りする様を曲舞（くせまい）に作って都で一躍有名になった
「百万山姥（ひゃくまやまんば）」と呼ばれる一芸の達者がいました。親
の十三回忌に善光寺詣の途中、北陸路の山中でにわかに日が暮れてし
まいます。そこへ一人の女が宿を貸そうと現れ、自分こそ真の山姥だと
明かします。百万山姥の謡を一節聴きたいと訴え姿を消すと、元の明る
さに戻るのでした。夜更け、異形の姿で現れた山姥。自らの境涯を語
り、仏法の哲理を説き、山廻りの舞を舞い、峰を翔り、谷を渡ってや
がて見えなくなるのでした。世阿弥晩年の作です。

名声を得てなお生じる不安から自分探しの旅に出た遊女。山中深く出会った山姥は、自然の
厳しさを伝え過酷な問いかけをしますが、人の心の澱（おり）を溶かすやさしい精霊でもあり
ました。片山九郎右衛門さんが同じ芸能者の目線で語ります。
公演で使用する装束の展示も。

指揮とお話／石川星太郎

〔12月〕
桐山清澄杯将棋大会

〔2月〕
高槻de演劇

〔12月〕
ピアニカの魔術師ライブ

〔2月〕
 塩谷 哲 　　　 松本和将 

〔1月〕
ウミネコ楽団

〔3月〕
演劇トークライブ　

〔3月〕
たかつき和太鼓フェスティバル

次の項目にひとつでも当てはまる方はご来場をお控えください。
●平熱を超える発熱がある
●息苦しさ、強いだるさがある
●軽度であっても咳、のどの痛みなどの症状がある
●２週間以内に感染が引き続き拡大している国･地域への訪問歴がある

次のことにご協力ください。

マスク着用 手洗い・手指の消毒

咳エチケット 対人距離

ご来館の前に

ご来館の際は

撮影：渡辺真也撮影：渡辺真也

撮影：政川慎治撮影：政川慎治

掲載の公演は、予定通りに実施されない場合がございます。事前にご確認ください。
指定席公演の当日券販売はありません。座席数は定員の半分以下に設定しています。

A4巻3つ折_左開パンフ（297*627）



マークのある公演は未就学児も入場できます。 web=インターネット予約・販売   　w＝webでのチケット取扱有 マークのある公演は未就学児も入場できます。 web=インターネット予約・販売   　w＝webでのチケット取扱有

レセプション亭落語会　～千朝さんと楽しむ上方落語～
第23回･第24回同日開催

月に一度のお楽しみ♪
歌声くらぶ in 高槻 歌は元気の源！

はじめての能囃子体験講座 ～体験したらもっと楽しい！ 超初心者編～

講師／喜多光三（ピアノ＆アコーディオン）

講師：幸流小鼓方 成田達志
　　   大倉流大鼓方 山本哲也
①８月26日（水）  ②９月2日（水） 昼の部 14：30～16：30　夜の部 19：00～21：00

■ １２月１２日（土）　①午前の部11：00　　②午後の部15：00
■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）　　
■ 各公演　一　般　２,０００円　　友の会　１,８００円

● 毎月第３月曜日　14：00～15：30　※９月は第２月曜（１４日）、来年１月は第４月曜（２5日）になります。
● 高槻現代劇場　402号室（全席自由）　　
● １回につき　一　般１,０００円　友の会　９００円　　
※予約不要。参加費は当日会場でお支払いください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため入場制限させていただく場合がございます。

■ １２月５日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場レセプションルーム（全席指定）
■ 一　般　２,3００円　　友の会　2,0０0円　　学生１,０００円
※４月18日のチケットをお持ちの方はそのままご利用いただけます。

※詳しくは、高槻市街にぎわい部文化スポーツ振興課まで　Tel.072－674－7414（平日8：45～17：15）

■ １０月２４日（土）　14：00　　
■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）
■ 一　般  ２,３００円　　友の会  ２,０００円　　学　生  1,０００円

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

ティータイムコンサート

金
かな

関
せき

 環
たまき

の愉快なコンサート　～音楽がある喜び～

桂 あさ吉

髙木宏太竹原聖一郎

ピアノ
白石光隆

島村苑香

桂 九雀

藤川 航

桂 梅團治 桂 南天

廣瀬響乃

桂 千朝

ヴァイオリン
金関 環

吉田さと

桂 雀五郎

チェロ
金子鈴太郎

桂 米輝

ヴィオラ
井野邉大輔

喜歌劇「こうもり」序曲　　
「カルメン」ハイライト　　
アディオス･ノニーノ
ドヴォルザーク：ピアノ四重奏曲第2番 変ホ長調 Op.87　他

人間は何か好きなことがあります。午前の部は酒飲むのが好き、乗り物が好き、魚釣りが好き、将棋が好き等の落語を並べました。
午後の部は、天神さん、お稲荷さん、野崎の観音さん、清水の観音さんと神仏に関連した落語を並べました。
どうぞおつきあいの程お願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桂 千朝  

誰もが知っている「浦島太郎」のお話を大胆にアレンジ。一匹のカメとの
出会いから少年浦島小太郎に起こる夏の奇跡は？　全編に散りばめら
れた笑いと、ちょっぴり切なく愛おしい心温まるストーリー。
作・演出／はしもとじろう

 ＜劇中・応援パフォーマンス出演予定団体＞
カプア カラウヌ フラスタジオ、マスミダンスサークル、大阪府立大冠高校
吹奏楽部

ジスターファミリー演劇公演「ウラシマコタロウ」

■ １１月１５日（日）　14：00　　
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定・３才から入場可）
■ 一　般　２,000円　　中学生以下　５００円　　親子ペア　２,000円　
　 友の会　１,800円　　友の会グリーン　１,0００円

喜多光三

● 会　　場　高槻現代劇場　207号室
● 参　加　費　2,800円（講座２回）
● 定　　員　昼の部･夜の部いずれも30名（先着順）　　●参加資格　中学生以上
● 申込方法　電話と窓口で受付中　Tel.072－671－9999（10：00～17：00）

マークのある公演は未就学児も入場できます。 web=インターネット予約・販売   　w＝webでのチケット取扱有

高槻文化友の会　会員募集中！ 年会費1,500円　　入会金不要　　入会月から1年間有効受付随時

高槻現代劇場では新型コロナウイルス感染拡大防止のために次のことに取組んでいます。

・館内換気
・手指用消毒液の設置
・館内設備の定期的な消毒
・机やイス用の消毒キット並びに受付用飛沫飛散防止パネルの貸出し
・密集を避けるための窓口受付態勢、間隔を空けたロビーの椅子の配置
・事務所カウンターに飛沫飛散防止のためのビニールカーテン設置
・「大阪コロナ追跡システム」QRコード掲示
・職員のマスク着用

《クロスパル高槻》サロンコンサート
8月23日（日） ピアノ、声楽
9月27日（日） ピアノ、ピアノ連弾、創作曲発表
■ 14：30　　■ 無料（先着75人）
■ クロスパル高槻８階イベントホール
■ 問合せ　072－685－3721

《生涯学習センター》ロビーコンサート
8月26日（水）　ピアノ
9月23日（水）　ピアノ
■ 12：10～12：40　■ 無料
■ 高槻市総合センター１階　
■ 問合せ　072－674－7700

＊チケット割引（１公演につき２枚まで）
＊チケット先行発売（友の会割引と合せて10枚まで）
＊65才以上、20才以下、障がいのある方はグリーン会員に
　グリーン指定公演が一般料金の1,000円引き（1公演につき２枚まで）

★詳しくは高槻現代劇場へお問い合わせください。

チケットのお求めは

入会方法　 　①直接、高槻現代劇場窓口へ　 ②郵便局から会費1,500円を払込み　 ③ホームページからクレジットカード支払いで

＊通常520円のチケット配送料が無料！
＊友の会特別企画ご招待（年２回予定）
＊情報誌「高槻現代劇場」をお手元に（隔月発行）
＊会員証の提示で協賛店にて各種サービス

高槻現代劇場HP 公式Facebook

窓口で…
高槻現代劇場
受付／ 10：00～17：00

電話で…
高槻現代劇場　チケット専用電話  072－671－9999
受付／ 10：00～17：00 ＊発売開始日は14：00～

高槻文化友の会へ入会（有料）もしくは、
ネット会員に登録（無料）してください。

インターネットで…

①午前の部　　桂 千朝「骨つり」、桂 九雀「雨の将棋」、桂 梅團治「なづけお屋」（小佐田定雄作）、桂 米輝「子ほめ」
　　　　　　   ※６月13日の中止公演と同じ内容です。

②午後の部　　桂 千朝「はてなの茶碗」、桂 南天「野崎詣り」、桂 あさ吉「稲荷俥」、桂 雀五郎「初天神」）

友　の　会　11月17日（火）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　11月18日（水）10：00～［webのみ］
一　　  般　11月19日（木）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始
チケット申込み
10月14日（水） 10：00～電話のみ受付
高槻現代劇場　072－671－9999（10：00～17：00）
　チケット代金は電話予約後に窓口でお支払いいただくか、
郵便局からお払込みください。入金確認後、１週間前後
でチケットを郵送します。※席はおまかせください。

友　の　会　9月23日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　9月24日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　9月25日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

■ １０月１０日（土）　14：００　　■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）　

＜入場無料・要電話予約＞
9月15日（火）10：00から電話受付  Tel.072－671－9999（10：00～17：00）

ご予約後、入場証をお送りします。 定員150名

友の会会員様のみのご鑑賞となります。席はおまかせください。

フォーレ：夢のあとに　　
　　　　 シシリエンヌ　
ラヴェル：ハバネラ形式の小品　　
ビゼー：間奏曲（オペラ「カルメン」）　メヌエット（オペラ「アルルの女」）
この道　　荒城の月　　星に願いを　　ありのままで　　
ニュー･シネマ･パラダイス　　他

 高槻文化友の会会員様向け再企画！

フルートとハープの午後

瀬尾和紀（せお かずのり）
1998年、パリ国立高等音楽院を首席で卒業。同時
に、ニールセン国際音楽コンクール、ジャン=ピエー
ル・ランパル国際フルート・コンクール、ジュネーヴ
国際音楽コンクールなど立て続けに優勝・入賞。フ
ランスと日本を拠点として欧米、アジア諸国におい
て演奏活動。世界各地のフルート・フェスティバル
や国際コンクールの審査員として招かれている。

福井麻衣（ふくい まい）
幼少期をスウェーデンで過ごし、ハープに巡り合
う。パリ国立高等音楽院修士課程を首席で卒業。
2005年パリ国際ハープ・コンクール日本人初の優
勝。12年世界最高峰イスラエル国際ハープ・コン
クール３位と特別賞。CD「ハープの宝石箱」が「レ
コード芸術」誌14年８月号にて特選盤に選ばれた。

津軽じょんから節　　津軽よされ節　　津軽あいや節　　津軽小原節　　津軽三下り　他
津軽三味線とお話／渋谷和生　　津軽三味線／徳田恵美　　唄／本間愛音

ティータイムコンサート
津軽三味線と民謡のひととき ～本場弘前から～

高槻市文化祭　■ 10月１０日（土）～１１月１４日（土）　　■ 一部有料

11月5日（木）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
追加発売開始

（TTR能プロジェクト）

高槻現代劇場

チケットはインターネットのご利用が便利  並ばずに予約・購入できます！！

お待たせしません

どこからでもOK
クレジット決済が

可能

24時間受付

会館窓口と同じ
座席を選べます

先行予約・
購入できます

未就学児も
入場できます

A4巻3つ折_左開パンフ（297*627）


	高槻現代劇場_情報誌_表面
	高槻現代劇場_情報誌_中面

