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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　11月4日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　11月5日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　11月6日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］
　インターネットでのご購入は一席ずつ離れた座席になります

発売開始

■ １２月２７日（日）　①11：00　②14：00（各60分休憩なし）　　
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）
■ 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

～子どもからおとなまで楽しめる～
ピアニカの魔術師 年忘れライブ

★休館日：11月9日（月）

大ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

11月1日 日 高槻市文化祭 バレエフェスティバル２０２０
①13：00
②17：30

1,000円
渥美

072－694－5104

12月6日 日 高槻フィルハーモニーオーケストラ 第１４回定期演奏会 14：00 無料（要申込）
下村

090-9210-2744

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

11月11日 水 第２３回 高槻明月能「山姥 白頭」 19：00
（前売のみ）
一般 4,500円
学生 1,000円 他

高槻現代劇場
072-671-9999

11月15日 日 ジスターファミリー演劇公演「ウラシマコタロウ」 14：00
（前売のみ）
一般　　 2,000円 
親子ペア 2,000円 他

高槻現代劇場
072-671-9999

11月20日 金 大阪フィルハーモニー交響楽団「英雄」
①16：00
②19：00

（前売のみ）
一般 3,000円
学生 1,000円 他

高槻現代劇場
072-671-9999

＜9月25日現在の情報です。変更の場合もございます。＞

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

ピアニカ／ミッチュリー
ギター／高田亮介　　ピアノ／増谷紗絵香
パーカッション／TOY森松　　ドラム／SEAI

（予定曲）
リベルタンゴ　　クラシックメドレー
ルパン三世　　アンパンマンのマーチ
紅蓮華（アニメ「鬼滅の刃」から）　  I Got Rhythm
ラ・クンパルシータ　　パプリカ～JAZZ ver.～
この素晴らしき世界　　他

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

対人距離の確保咳エチケット

ご来館の前に

ご来館の際は

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。

公演事業は、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。

０才から入場
できます♪

高木宏太竹原聖一郎 島村苑香藤川 航 廣瀬響乃 吉田さと

カプア カラウヌ フラスタジオ 大冠高校吹奏楽部２年生

誰もが知っている「浦島太郎」の物語を大胆にアレンジ。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団体＞

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

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。

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

＊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… 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

劇場窓口と同じ
座席を選べます

先行予約・
購入できます

月に一度のお楽しみ♪
歌声くらぶ in 高槻 歌は元気の源！

高槻市文化祭 10月10日（土）～11月9日（月） ※高槻現代劇場は11月9日は休館日です。　■一部有料

※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）

講師／喜多光三（ピアノ＆アコーディオン）

■毎月第３月曜日　14：00～15：30　※2021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。 喜多光三

マスミダンスサークル
ティアスノー

マスミダンスサークル
リトルスター

《クロスパル高槻》サロンコンサート
10月の開催はありません　 
11月22日（日）　 ピアノ、声楽、邦楽
■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
10月28日（水）　 尺八、筝
11月25日（水）　 未定
■12：10～12：40　■無料
■高槻市総合センター１階　
■問合せ　072－674－7700

３才から
入場できます

A4巻3つ折_左開パンフ（297*627）



■ 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

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

■ 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

■ 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　　学　生　１,０００円
　 友の会　2,0０0円
※延期公演となった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。

■ １２月6日（日）　14：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席指定・席はおまかせください）　■ 入場無料　
● 申込方法　往復はがきの【往信用裏面】に ①希望枚数（2枚まで）　②来場者全員の氏名　③郵便番号、住所　④電話番号 
　 ⑤車椅子席希望の有無 【返信用表面】に住所・氏名を書いてお申し込みください。
　 <送付先>〒569－1131　高槻市郡家本町35－3　下村方　高槻フィルハーモニーオーケストラ　宛
● 受付締切　11月21日（土）必着
　 ※応募多数の場合抽選。 ※同居でない方は別々に申し込んでください。 ※高槻現代劇場宛ての申し込みは無効になります。

■ １２月１3日（日）　11：00　　■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席自由）　　■ 入場無料

■ 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）

■ 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　　学　生  1,０００円　　友の会  ２,０００円

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

友　の　会　11月24日（火）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　11月25日（水）10：00～［webのみ］
一　　  般　11月26日（木）10：00～［窓口］／14：00～［電話］
　インターネットでのご購入は一席ずつ離れた座席になります

発売開始

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

桂 あさ吉

ピアノ
白石光隆

桂 九雀 桂 梅團治 桂 南天桂 千朝

ヴァイオリン
金関 環

桂 雀五郎

チェロ
金子鈴太郎

桂 米輝

ヴィオラ
井野邉大輔

友　の　会　12月16日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　12月17日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　12月18日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

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  

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

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

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

ベートーヴェン：交響曲第5番「運命」、ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲　他

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～

高槻フィルハーモニーオーケストラ 第14回定期演奏会  客演指揮／森 香織　

山崎旭萃一門会「琵琶の音とともに」 高槻市名誉市民 故山崎旭萃（人間国宝）一門による筑前琵琶演奏会

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

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

●開催日時　２０２１年３月２０日（土）、２１日（日）　10：00～20：00（予定）
●会　　場　高槻現代劇場　中ホール　　●募集数　約130組　
●参加条件　小学４年生以上でピアノを弾く方ならどなたでも。１組１曲（１２分以内厳守）、暗譜演奏、曲目自由、連弾もどうぞ
●参　加　費　１人３,５００円（２人で連弾の場合は７,０００円）、高槻市在住または高槻文化友の会会員は、１人３,０００円　　
●申込方法　往復はがきの【往信用裏面】に ①郵便番号、住所　②参加者名（ふりがな）　③年齢 （※連弾の場合①②③はお２人とも） 
　　　　　　④昼間に連絡のとれる電話番号　⑤演奏曲目　⑥作曲者名　⑦およその演奏時間　⑧これまでのピアノリレー参加回数　
　　　　　　【返信用表面】に住所・氏名を書いてお申し込みください。
　　　　　　<送付先>〒569－0077　高槻市野見町2－33　高槻現代劇場ピアノリレー係
◆受付期間　　１１月１６日（月）～１１月２１日（土）必着　
　　※応募多数の場合抽選、結果は１２月初旬に発送します。参加費払込み等は返信はがきをご覧ください。

■ 2021年１月１６日（土）　14：００　
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）
■ 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

第23回 高槻明月能「山姥 白頭」ウミネコ楽団サンドアートコンサート　Gasparo ― 時の砂 ―

第27回 ピアノリレーコンサート参加者募集　ホールでスタインウェイを弾こう!!

塩谷 哲  Special Duo with 松本和将
～ピアノ デュオ コンサート～

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

主人公・ガスパロじいさんの口ずさむ鼻歌はやがて音楽となり、
人生を振り返る物語に…。音楽、サンドアート（砂絵）、朗読が
一体となった、みんなが楽しめるコンサート。

ピアノを弾き始めて間もない人も、ソナタを弾きこなす人も、舞台の上ではピアニスト！

モーツァルト：2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448 （375a）  
ミヨー：スカラムーシュ、フォーレ：ドリー Op.56から、塩谷 哲：Valse

山姥の山めぐりする様を曲舞（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、山巡りの舞を舞い、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。

撮影：渡辺真也撮影：渡辺真也

野村萬斎

撮影：政川慎治撮影：政川慎治

■ 2021年２月13日（土）　15：００　　
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）
■ 一　般　３,５００円　　学　生　１,０００円
　 友の会　３,１５０円　　友の会グリーン　２,５００円

塩谷 哲（しおのや さとる）
東京芸術大学作曲科在学中よりオルケスタ･デ･ラ･
ルスのピアニストとして活動（93年国連平和賞受賞、
95年米グラミー賞ノミネート）、12枚のオリジナルア
ルバム、小曽根真との共演、佐藤竹善と“SALT & 
SUGAR”、上妻宏光（三味線）と“AGA-SHIO”他
多数のコラボレートやオーケストラとの共演等、活動
は多岐に渡る。NHK Eテレ『コレナンデ商会』（2016
年～）の音楽担当。国立音楽大学ジャズ専修准教授。

松本和将（まつもと かずまさ）
東京芸術大学１年で「第67回日本音楽コンクール」優
勝。ブゾーニ国際ピアノコンクール（イタリア）第４位。
エリーザベト王妃国際音楽コンクール（ベルギー）第
５位入賞。多くのオーケストラとも共演、多彩な輝き
を放ち続けるピアニストとして世界中の演奏家達から
も注目を集めている。和楽器とのコラボレーションや、
ピアニスト･塩谷哲との共演等、ジャンルを超越した
音楽活動にも取り組む。名古屋音楽大学客員准教授。

片山九郎右衛門

残席わずか

大阪フィルハーモニー交響楽団

Photo：Takashi IijimaPhoto：Takashi Iijima

■ 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

L.v.ベートーヴェン：
交響曲 第３番 変ホ長調 作品55「英雄」

 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」

指揮とお話／石川星太郎

好評発売中

受付終了

市民協働事業

フルートとハープの午後　 フルート／瀬尾和紀　　ハープ／福井麻衣
高槻文化友の会特別企画（会員様限定）

■ 高槻現代劇場  402号室（全席自由・定員50名　各回入替制・開場各15分前）　　■ 入場無料

生命誌を考える映画鑑賞会 2020 －ことばを紡ぐ生きもの－

上　映　作　品
上映日時

上映時間
11月6日（金） 11月7日（土）

「水と風と生きものと ― 中村桂子・生命誌を紡ぐ ―」 13：00 15：10 119分

「つつんで、ひらいて」 
　読者が思わず手に取る美しい本が生まれる、その舞台裏へ 15：30 13：00 94分

「和本」
　作家・荒俣宏が語る「和本」との出会いとその奥深さ － 11：00 85分

０才から入場
できます♪

津軽三味線／
徳田恵美

津軽三味線とお話／
渋谷和生

唄／
本間愛音

残席わずか

A4巻3つ折_左開パンフ（297*627）
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