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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

・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。
・高槻現代劇場は4月から月曜休館になりました（祝日を除く）。

★休館日：4月5日（月）、12日（月）、19日（月）、26日（月）

大ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

5月1日 土 第19回阿武山音楽祭 18：00 無料
阿武山音楽会 （奥田）
 072ｰ694ｰ3803

5月3・4日 祝 第23回高槻ジャズストリート
①11：00
②15：00
③19：00

無料
高槻現代劇場
 072ｰ671ｰ9999

5月8日 土 三島高校ジャズダンス部 引退公演 18：30 無料（要整理券）
三島高等学校ジャズダンス部
 072ｰ682ｰ5884

5月22日 土 愛が照らす希望の光 13：00 2,000円
市口
 090ｰ9990ｰ3421

5月30日 日 たかつきマンドリン倶楽部 第19回定期演奏会 13：30 無料
たかつきマンドリン倶楽部
 072ｰ689ｰ0709

6月6日 日 チャリティ歌っ子の会  9：20 無料（要整理券）
近畿歌謡合同研究会 チャリティ歌っ子の会
 090ｰ9866ｰ1089

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

4月23日 金 グルーポ・デ・エストレージャ フラメンコ舞踏発表会 18：00 無料（要入場券）
グルーポ・デ・エストレージャ
 072ｰ689ｰ9177

4月24日 土 カラーリリィバレエスクール 第2回バレエ発表会 17：00 無料
calla lily バレエスクール
 080ｰ4564ｰ3771

4月27日 火 連合大阪北摂地区協議会 第91回地区メーデー 18：30 無料
連合大阪北摂地区協議会
 072ｰ678ｰ1502

4月29日 祝 高槻市少年少女合唱団 第32回定期演奏会 14：00 無料（要整理券）
国久
 072ｰ699ｰ0035

5月1日 土 京清会 さわやか歌謡まつり  9：30 無料
日本民謡 京清会
 072ｰ681ｰ2890

5月2日 日 芥川高等学校吹奏楽部 第1回定期演奏会 ポピーコンサート 18：00 無料（要整理券）
芥川高等学校吹奏楽部
 072ｰ689ｰ0109

5月5日 祝 母と子のクラシックコンサート 14：00 受付終了
高槻ロータリークラブ
 072-685-8876

5月16日 日 第12回Mami Ballet Studio バレエ発表会 18：00 無料（要整理券）
Mami Ballet Studio
 090ｰ2100ｰ5991

5月22日 土 コール・みずき演奏会 14：00 無料
コール・みずき
 072ｰ699ｰ0035

5月30日 日 第28回茂山一族デラックス狂言会 14：00
 一般　4,000円
学生　1,000円　他

高槻現代劇場
 072ｰ671ｰ9999

6月5日 土 Trio You Heartful Concert 11：00 無料
Trio You
 075ｰ935ｰ3680

6月13日 日 第17回藤田香織バレエ教室発表会
①13：00
②17：00

無料（要入場券）
藤田香織バレエ教室
 090ｰ3922ｰ1511

◆ 6月15日（火）までの情報を掲載しています。 ＜3月25日現在の情報です。変更の場合もございます。＞

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

■ 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）
■ 一　般・友の会　500円

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」
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」

■ 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

第25回 レセプション亭落語会 
～千朝さんと楽しむ上方落語～

今回は創作落語を二席入れさせて頂きました。「猫」は小
佐田定雄さん作で故桂枝雀師がよく演っておられまし
た。「断捨離ウォーズ」は古典も演りながら創作落語にも
力を入れてる小春團治さん作です。古典の「いらち俥」
「抜け雀」も負けないよう演らせて頂きます。どうぞお
しまいまでお付き合いください。

桂 千朝

■ 6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　2,000円　　友の会　1,800円

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

石川星太郎（いしかわ せいたろう）
東京芸術大学音楽学部指揮科、ロベルト･シューマン音楽大学
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。故ゲルハルト･ボッ
セのアシスタント指揮者もつとめた。

©Takashi Iijima

好評発売中 W

好評発売中 W

桂 千朝
「抜け雀」

桂 小春團治
「断捨離ウォーズ」

桂 弥っこ
「いらち俥」

2021年度の催し　　2021年4月～2022年3月
 ＝ グリーン指定：高槻文化友の会会員で次の方〔65才以上、20才以下、障がいのある方〕1,000円引き
 ＝ 学生料金（1,000円）を含む各種割引

4 

月

10日（土） 高槻文化友の会特別企画　よみがえる無声映画の世界 「鞍馬天狗」

27日（火） 茂山一族デラックス狂言会プレイベント

28日（水）～ 歌声くらぶ in 高槻（毎月第4水曜日） 

5 

月

3･4日（祝） 第23回 高槻ジャズストリート

8日（土） ティータイムコンサート デキシー・プリンセス　

15日（土） 指揮者に聞こう！運命と田園 ベートーヴェンの革新性

30日（日） 第28回 茂山一族デラックス狂言会　

30日（日）～ 吟剣詩舞道連盟詩吟大会（～7月･全3回）

6 

月

5日（土） 第25回 レセプション亭落語会

12日（土） 大阪フィルハーモニー交響楽団演奏会　  

20日（日） 高校吹奏楽部によるブラスの祭典 そよかぜコンサート

7 

月

17日（土） 人形劇団クラルテ公演「11ぴきのねこ ふくろのなか」

24日（土） 女声合唱カンティ・サクレ10thコンサート

25日（日） Takatsuki Earnest Dancers（高校生ダンス）　

8 

月

1日（日） こども広場 ごにんばやしになってみよう！〔能楽〕　

14日（土） こども広場 和だいこをたたいてみよう！〔和太鼓〕　

21日（土） こども広場 夏休みファミリーコンサート 大阪フィルハーモニー交響楽団　 　

9 

月

15日（水）～ 第60回 高槻市美術展覧会 

15日（水）～ 謡と鼓の短期体験教室 前期「和魂」　

23日（祝） 平和堂財団鳩の音楽会

10 

月

9日（土）～ 高槻市文化祭

10・11日（日･祝） 第22回 大阪国際音楽コンクール

13日（水） 片山九郎右衛門さんの「能はゆかしい おもしろい」　 　

11 

月

5･6日（金･土） 生命誌を考える映画鑑賞会

12日（金） 第24回 高槻明月能「善界 白頭」　 　

20日（土） 高槻室内管弦楽団定期演奏会

21日（日） 第12回 藤井竹外吟詠大会 

27日（土） ピアニカの魔術師ライブ　 　

12 

月

4日（土） 高槻文化友の会特別企画　歌とギターで巡る 世界のうた、日本のうた　

4・5日（土･日） 劇団ステージタイガー演劇公演　 　

5日（日） 筑前琵琶 山崎旭萃一門会

11日（土） 第26回 レセプション亭落語会 

12日（日） 高槻フィルハーモニーオーケストラ定期演奏会

19日（日） 第4回 桐山清澄杯将棋大会　

1 

月
16日（日） 第13回 たかつきスクールJAZZコンテスト

22日（土） 第3回 高槻こども王将戦

2 

月
8日（火）～ 謡と鼓の短期体験教室 後期「江口」

高槻de演劇　

3 

月

5日（土） 第10回 たかつき市民能

6日（日） 第18回 たかつき和太鼓フェスティバル　

19日（土） フォルテピアノで聴くベートーヴェン「皇帝」　 　
26･27日（土･日） 第28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。

桂 米紫
「猫」

（小佐田定雄 作）

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

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

ご来館の際は
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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
バンジョー＆ボーカル／かねだたつこ（リーダー）
トランペット／上田悦世、トロンボーン／清水百合子
スーザフォン／菅沼香織、ドラムス／MONKO　

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

■ 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・3才から入場可）
■ 一　般　2,300円　　学　生　1,000円　　中学生以下　500円　　友の会　2,000円

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。

～はじめてのオーケストラ体験～
大阪フィルハーモニー交響楽団
夏休みファミリーコンサート
チャイコフスキー： バレエ組曲「くるみ割り人形」から

行進曲、トレパック、あし笛の踊り、花のワルツ
スメタナ： 交響詩「モルダウ」　　他
■ 8月21日（土）　　①11:30　②14:30　　
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）
■ 一　般・友の会　1,500円　　中学生以下　500円

友 の 会 5月26日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 5月27日（木）10：00～［webのみ］
一　　般 5月28日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

一般・友の会 6月3日（木）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
発売開始人形劇団クラルテ公演「11ぴきのねこ ふくろのなか」

原作／馬場のぼる（こぐま社刊）　　脚色／東口次登　　演出／藤田光平
■ 7月17日（土）　13：30
■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定･3才以上有料）
■ 一　般　2,900円（当日3,000円）　　友の会　2,700円（当日2,900円）　　※3才未満でも座席が必要なお子さまは有料。

かわいいオリジナル人形をつくります
つくって遊ぼう人形劇　～11ぴきのねこの世界を楽しもう～
●6月27日（日）　10：30～12：00　　●高槻現代劇場206号室
●定　　員　保護者と子ども20組（4才から参加できます。）
●参 加 費　親子ペア1,500円、大人1人1,500円、子ども追加1人1,000円
●申込方法　6月3日（木）　10：00～電話受付（先着順）　℡.06-6685-5601（人形劇団クラルテ）

月に一度のお楽しみ♪
歌声くらぶ in 高槻　歌は元気の源! 4月から毎月第４水曜日に開催。
～みんなで歌おう あの唄この唄!解説もあります。後半には歌手によるミニステージも～
■ ４月２８日、５月２６日（各水）　14：00～15：30　　■ 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。

講師／喜多光三
（ピアノ＆アコーディオン）

高校吹奏楽部によるブラスの祭典
そよかぜコンサート2021
出演予定／芥川、大冠、関西大学中･高等部、北千里、金光大阪中・高、
 高槻北、高槻中･高、槻の木、三島　各校吹奏楽部
■ 6月20日（日）　14：00（予定）　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席自由）　　■ 入場無料

吟剣詩舞道連盟招致 詩吟大会　ジュニア・シニア詩吟大会
■ 5月30日（日）　9：30　　■ 高槻現代劇場　レセプションルーム、展示室、402号室　　■ 入場無料

第23回 高槻ジャズストリート
出演予定／中本マリ、Shiho、TOKU、ユッコ･ミラー、椎名 豊、大山日出男、笹井克彦、蓑輪裕之　　他
■ 5月3日（祝）、4日（祝）　開演時間は会場により異なります。　■ 高槻現代劇場　大ホール、レセプションルーム、展示室
■ 入場無料　※詳しくは高槻ジャズストリートホームページ https://www.0726.info パンフレットでご確認ください。

高槻文化友の会特別企画

よみがえる無声映画の世界「鞍馬天狗」
主演／嵐 寛寿郎(昭和3年 嵐寛プロ第1回作品）　　弁士／大森くみこ　　ピアノ／鳥飼りょう
■ 4月10日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）　　■ 友の会会員無料　　一　般　1,500円

未就学児も
入場できます

未就学児も
入場できます

未就学児も
入場できます

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。

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

高槻城二の丸跡、緑豊かな高槻城公園の中に市の新たなシンボルとして誕生する芸術文化劇場は、2023年春のオープンに向け
て整備が進んでいます。
一方、1964年の開館以来、多くの皆様に親しまれてきた現在の高槻現代劇場市民会館は2022年7月に閉館予定です。
長年、市民会館大ホールを利用して文化活動に取り組んでこられた市民の方々からメッセージを頂戴しました。

　市民会館大ホールの思い出　

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

好評発売中 W

３才から
入場できます

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

好評発売中 W

子どもワンコイン！
おとなだけの
参加もOK！

市民協働事業

《生涯学習センター》ランチタイムロビーコンサート
4月27日（火）　ピアノ
5月25日（火）　内容未定
■12：10～12：40　　■無料　　■高槻市総合センター１階
■問合せ　072-674-7700

《クロスパル高槻》サロンコンサート
4月25日（日）　ピアノ、トロンボーン、創作曲の発表
5月の開催はありません。
■14：30　　■無料（先着75名）　　■クロスパル高槻８階イベントホール　
■問合せ　072-685-3721

高槻市文化団体協議会　　会長　宮原保男 様   

　来年（2022年）多くの思い出を残してくれた市民会館大
ホールがその雄姿を消すことになり何か一抹の寂しさを感
ぜずにはいられません。
　漢詩人の許渾が詩の中で「昨日は少年、今は白髪」と言っ
ているが、その思いは全ての人に当てはまるであろう。57
年間歩み続けた市民会館大ホールの足跡を愛おしみつつ先
人の皆様のご尽力を感謝し今日という日を迎えられた幸せ
と悦びをそして感動に感謝しつつ思いの一端を綴ります。

高槻市コンサート協会　　会長　国久昌弘 様

　高槻市コンサート協会発足のきっかけとなった大阪府民
劇場として開催されたベートーヴェン「第九演奏会」が大
ホールで初めて開催されたのは、オープン10年目の1974年
のことです。
　それ以来「第九」をはじめ、多くのオーケストラと共演す
る演奏会を開催し、新型コロナウイルスのため中止となっ
た昨年を除き、45年間一度も欠けることなく続けられたの
は、大阪市を除く府下最大のキャパシティをもったホール
であったことです。現在の視点からみれば多くの欠点を
もったホールでしたが、市の文化活動の中心としてその役
割を果たしたことに感謝しています。 

（公財）高槻市文化振興事業団は、4月1日から高槻現代劇場ほか4施設の指定管理者となりました。高槻現代劇場、生涯学習センター、
クロスパル高槻、2023年春にオープン予定の芸術文化劇場、高槻城公園の管理ならびに多彩な文化事業の実施や市民の文化活動
の支援に取り組んでまいります。 
皆様の一層のご支援･ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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～
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･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。
　　◇狂言「口真似」

■ 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

茂山逸平茂山 茂

第28回 茂山一族デラックス狂言会
狂言でお祭り気分！

解説　　茂山宗彦
「千鳥（ちどり）」　茂山千五郎、茂山 茂、島田洋海

ツケが溜っている酒屋と酒を買いたい太郎冠者とのかけひき。
ちりちりや、ちりちり～のお囃子が･･･
＝愛知県津島神社「津島祭り」

「太刀奪（たちうばい）」　茂山七五三、茂山宗彦、茂山逸平
神事の日は朝市も出て大変な賑わい。
参詣途中の太刀の奪い合いは「泥縄」のことわざそのままに･･･
＝京都北野天満宮「お手水（おちょうず）祭」

「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

町ごとに相談して決める山鉾の趣向。主人は罪人、太郎冠者は鬼の役に決まり･･･
いにしえの京の都の風情。
＝祇園祭 

■ 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　

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

©上杉 遥

「千鳥」

©川西善樹

「太刀奪」

©桂 秀也

「鬮罪人」

指揮とお話
中井章徳

０才から入場
できます♪

去る3月18日に、市民会館クロージングイベントを考えるトークセッション「市民会館がは
じめたこと／市民会館からはじまること」が開催され、芸術文化劇場オープンにつながる
市民会館クロージング事業への第一歩を踏み出しました。ご参加いただいた市民の皆様、
パネリスト・進行の先生方、ありがとうございました。

主催：高槻市・(公財)高槻市文化振興事業団
企画協力：京都芸術大学アートプロデュース学科

チケットのお求めは

高槻現代劇場HP 公式Facebook

窓口で…
高槻現代劇場
受付／ 10：00～17

https://www.takatsuki-bsj.jp　　● 4月からホームページアドレス（URL）が新しくなりました。

：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

4月からホームページアドレス（URL）が新しくなりました。

●並ばずに予約・購入できます　　●劇場窓口と同じ座席を選べます　　●先行予約・購入できます　　●クレジット決済が可能
好評発売中 W


