
発行日　 2020.12.10
発　行　（公財）高槻市文化振興事業団
〒569-0077  高槻市野見町2-33
チケット専用（10：00～17：00）
TEL.072-671-9999
http://www.city.takatsuki.
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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

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

★休館日： 12月29日（火）～1月3日（日）、1月18日（月）、1月19日（火）

大ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

12月26日 土 第３０回アニマートコンサート 13：30 無料（要整理券）
三島高等学校 吹奏楽部

072－682－5884

1月9日 土 ノイクラフト管弦楽団 特別演奏会 14：00 500円
ノイクラフト管弦楽団 （山下）
080－6102－2758

１月11日 祝 令和３年 高槻市新成人のつどい
①10：00 
②12：30

無料
地域教育青少年課

072－674－7654

1月17日 日 第１２回たかつきスクールＪＡＺＺコンテスト 10：20 無料
高槻現代劇場

072－671－9999

2月6日 土 King’s gambit wind orchestra The 8th Your Concert 14：30 無料
キングズギャンビット吹奏楽団 （吉田）
090－3622－3394

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

12月13日 日 Ｔｒｉｏ Ｙｏｕ クリスマスコンサート 11：00 無料
オカリナの会

075－935－3680

12月27日 日 ピアニカの魔術師 年忘れライブ
①11：00 
②14：00

一　　般2,000円
親子ペア2,000円他

高槻現代劇場
072－671－9999

１月11日 祝 令和３年 高槻市新成人のつどい
①10：00 
②12：30

無料
地域教育青少年課

072－674－7654

1月16日 土 ウミネコ楽団サンドアートコンサート　 14：00
 一　　般2,000円
 おとなと子どもペア
　　　　　             2,000円他

高槻現代劇場
072－671－9999

＜11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

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。
チケット完売の場合、当日券販売はありません。

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

第12回たかつきスクールJAZZコンテスト
出演：高槻市立冠中他、近畿一円の中学・高校のスクールバンド13校
■2021年１月１７日（日）　10：20　　■高槻現代劇場　大ホール（全席自由）
■入場無料　※詳しくは、たかつきスクールJAZZコンテストホームページhttp://tmc.osaka.jp/tsjc/でご確認ください。

■12月12日（土） ①11：00　②15：00
■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

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］

発売開始塩谷 哲 Special Duo with 松本和将
～ピアノ デュオ コンサート～
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　　他　

■ 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。

第27回ピアノリレーコンサート～ホールでスタインウェイを弾こう！！～
■ 2021年3月２０日（土・祝）、２１日（日）  両日とも10：00～20：00（予定）　■ 高槻現代劇場　中ホール（全席自由）　■ 入場無料

 ※出演者の募集は終了しています。

■ 2021年１月１６日（土）　14：00（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　　子ども（中学生以下）　５００円　　おとなと子どもペア　２,000円
　 友の会　１,800円　　友の会グリーン　１,０００円　

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 

ウミネコ楽団サンドアートコンサート　Gasparo ― 時の砂 ―
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。

０才から入場
できます♪

好評発売中

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

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
■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

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

市民協働事業

月に一度のお楽しみ♪
歌声くらぶ in 高槻 歌は元気の源！ 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。 喜多光三

《クロスパル高槻》サロンコンサート
12月の開催はありません
2021年1月24日（日） ピアノ、声楽、声楽アンサンブル
　　　　　　　　  　フルート･トロンボーン･ピアノの三重奏
■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
12月の開催はありません
2021年1月27日（水）  ピアノ連弾
■12：10～12：40　■無料
■高槻市総合センター１階
■問合せ　072－674－7700

未就学児も
入場できます

A4巻3つ折_左開パンフ（297*627）



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 

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

桂米朝一門
若手による高槻ひる寄席

講師：幸流小鼓方 成田達志
　　  大倉流大鼓方 山本哲也  

（TTR能プロジェクト）

①2021年２月10日（水）能の解説と謡・小鼓・大鼓の稽古　　
昼の部（14：30～16：30）と夜の部（19：00～21：00）のどちらかを選択

②　　　　  17日（水）謡・小鼓・大鼓の稽古
③　　        20日（土）和魂Ⅶ『風』と『色』　開演14：00
●会　　場　①②高槻現代劇場　207号室　　③湊川神社神能殿（神戸市中央区）
●参 加 費　Aコース　3,800円（①②＋③企画公演指定席券）
　　　　　　Bコース　2,300円（①②のみ）　
●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12月23日（水）から受付　　Tel.072－671－9999（10：00～17：00）

■ 2021年3月１２日（金）　14：00
■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）
■ 一般・友の会　1000円

■ 2021年５月８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

■ 2021年４月１０日（土）　14：00
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）

女性だけのデキシーランド・ジャズバンド

デキシー・プリンセス リーダー／かねだたつこ（バンジョー）

井上陽一 活弁ライブ
よみがえる無声映画の世界

小野愛寿香

鞍馬天狗

桂 二乗

茂山 茂

桂 米輝

茂山逸平

「鬮罪人」

アミジロウ虎本 剛

桂 吉の丞

佐竹 仁
（お笑いサタケ道場）

谷屋俊輔

友 の 会　 2月10日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　 2月11日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　 2月12日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

友 の 会　 2月3日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　 2月4日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　 2月5日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

聖者の行進　　世界は日の出を待っている　　12番街のラグ
懐かしのニューオーリンズ　　セントルイスブルース
バーボンストリート･パレード　　ザッツ･ア･プレンティ　 他

上演作品「鞍馬天狗」
主演／嵐 寛寿郎 
（昭和3年 嵐寛プロ第1回作品 約104分）

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　1月13日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　1月14日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　1月15日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

友 の 会　2月17日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　2月18日（木）10：00～［webのみ］
一　　  般　2月19日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

発売開始
友 の 会　2月25日（木）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
一　　  般　2月26日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

一般・友の会　1月29日（金）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
発売開始

友 の 会　1月26日（火）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員　1月27日（水）10：00～［webのみ］
一　　  般　1月28日（木）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

指揮／石川星太郎
ベートーヴェン：交響曲第５番 ハ短調 Op.67「運命」
　　　　　　　交響曲第６番 ヘ長調 Op.68「田園」

出演／芥川、大冠、高槻北高校各和太鼓部、Iris（アイリス）、阿久打会（あくたかい）、
　　　上方太鼓連、鼓太舞（こだま）、高槻ふれあい太鼓、和（のどか）

作／つかこうへい　　演出・お話／虎本 剛
つかこうへいの不朽の名作を関西を代表するアツい
劇団 ステージタイガーが満を持して上演！
高槻在住の作演出家によるトークも。

桂 米輝「阿弥陀池」
桂 二乗「天神山」
桂 吉の丞「試し酒」 

お話／茂山 茂、茂山逸平　　
祀りごとに深くかかわってきた日本の芸能。
狂言の家としての茂山千五郎家と奉納狂言の役割などを語ります。
間近に見る狂言の実演もお楽しみに。

解説　　茂山宗彦
「千鳥（ちどり）」　茂山千五郎、茂山 茂、島田洋海
「太刀奪（たちうばい）」　茂山七五三、茂山宗彦、茂山逸平
「鬮罪人（くじざいにん）」　茂山あきら、茂山千五郎、茂山 茂、茂山千之丞、
　　　　　　　　　　　  茂山竜正、茂山虎真、井口竜也

＠林秀也＠林秀也

石川星太郎
1985年生まれ。東京芸術大学音楽学部指揮科、ロベルト･シューマン
大学デュッセルドルフ指揮科卒業。国内外のオーケストラと共演。とく
に2015年の「日韓国交正常化50周年記念コンサート」では、日韓のプ
ロによる史上初の合同編成オーケストラの指揮者として韓国側から推
薦を受け好評を博した。レパートリーはバッハの宗教曲から現代音楽
まで広範。多くの新作初演を行い若手作曲家たちからの信頼も厚い。
16年第1回フェリックス･メンデルスゾーン国際指揮者コンクール第2位。

バンジョー担当かねだたつこ（高槻市在
住）を中心に結成された女性5人のデキ
シーランド･ジャズバンド。パワフルなサウ
ンドと華やかさでステージを明るく盛り上
げます。「神戸ジャズストリート」「ミナミ・
ジャズフェスティバル」に出演、2004年に
はオランダの「ブレダ･ジャズフェスティバ
ル」で海外のアーティストと多数共演。

■ 2021年５月１５日（土）　14：00
■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）
■ ５００円

■ 2021年６月１２日（土）　15：00
■ 高槻現代劇場　大ホール（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

■ 2021年3月7日（日）　14：00
■ 高槻現代劇場　大ホール（全席指定・０才から入場可能ですがチケットが必要）
■ 一般・友の会　１,000円（別途送料５２０円、友の会会員は送料無料）　　
● 申込方法　　　往復はがきの【往信用うら面】に①郵便番号、住所　②代表者氏名・ふりがな　③昼間に連絡のとれる電話番号
　　　　　　　 　④チケット希望枚数（４枚まで）　⑤友の会会員番号（会員のみ）　※車椅子席をご希望の場合はその旨を記入
　　　　　　　 　【返信用おもて面】に郵便番号・住所・氏名を書いてお申込みください。
　　　　　　　 　<送付先>〒569－0077　高槻市野見町2－33　高槻現代劇場 和太鼓係　　※応募は１人１通まで
◆受付期間  2021年１月１8日（月）～１月２5日（月）消印有効
※応募多数の場合抽選、結果は２月上旬に発送します。料金払込み等は返信はがきをご覧ください。

■ 2021年3月１３日（土）　14：00
■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席自由）
■ 一　般　１,０００円　　学　生　5００円
　 友の会　9００円

■ 2021年４月２７日（火）　14：00
■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）　　
■ 一　般　１,０００円　　友の会　９００円

■ 2021年５月３０日（日）　14：00
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）
■ 一　般　４,0００円　　学　生　１,０００円　　友の会　3,６00円　　友の会グリーン　３,０００円

前回も好評をいただいた指揮者による
レクチャー。楽聖ベートヴェンの人と
作品をつまびらかにお話いただきます。

みんなで聴こう☆オーケストラ！ プレイベント
指揮者に聞こう！
運命と田園 ベートーヴェンの革新性

第28回 茂山一族デラックス狂言会
狂言でお祭り気分！

みんなで聴こう☆オーケストラ！
大阪フィルハーモニー交響楽団「運命」「田園」

市内の和太鼓集団9チームが集結！
第17回たかつき和太鼓フェスティバル

演劇トークライブ
ステージタイガー「熱海殺人事件」
～ザ・ロンゲストスプリング～

茂山一族デラックス狂言会　プレイベント
お祭りと茂山千五郎家　～茂さん・逸平さんを迎えて～

好評発売中

市民協働事業 高槻文化友の会特別企画

早春のプログラム2021

第6回公演 「高槻もっちゃん物語」
脚本･演出／村上慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット） 劇団水曜の家族

2月20日（土）A16：45／B19：15
　  21日（日）A11：00／B14：00
　　　　　※A・Bで内容が異なります。

一　般　　  1,800円
友の会　　  1,500円
25才以下　 1,000円

第2回公演「きしべのひと」
脚本･演出／小原延之

高槻シニア劇団
千年団

2月23日（火･祝）13：00／18：00
     24日（水）13：00

一　般　　  1,500円
友の会      
50才以上　 1,000円
25才以下

第1回公演「質問と答え」
構成･演出／伊藤拓也

演劇の会
あした帰った 

2月27日（土）15：00／19：00
     28日（日）11：00／15：00

一　般　　  1,800円
友の会　　  1,500円
50才以上
25才以下　 1,000円

会場は高槻現代劇場 305号室（全席自由）

コロナ禍により各地のお祭りが中止になってしまいましたが、狂言のお祭りは中止
になりません！ 今回のデラックス狂言会では、祇園祭などのお祭りを取り入れた
狂言をご覧いただき、大いに笑って、楽しんで、お祭り気分を味わってください。

茂山千五郎

秋のプログラム

友の会会員　無料
一般　1,500円

友の会
以外の方も
お気軽に♪

★友の会会員（無料）の方も通常のチ
ケットと同様に、窓口・ネット・電話で
予約・入場券受取をしてください

活動弁士／井上陽一
1938年生まれ。映写技師の傍ら浜星波に
師事、70年から活動弁士として活動。全国
各地での公演は580回を超える。映画「カ
ツベン！」のメガホンを取った周防正行監督
も唸った関西独自の七五調の語り口が特徴。
現役最年長の活動弁士。

■ 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
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
（予定曲目）クラシックメドレー　　紅蓮華（アニメ「鬼滅の刃」から）
I Got Rhythm　　ルパン三世　　この素晴らしき世界　　他

０才から入場
できます♪

０才から入場
できます♪

謡と鼓の短期体験教室 はじめての方も大歓迎 　２回の講座と能楽堂での公演鑑賞で、能の楽しさを体験！
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