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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：月曜休館（祝日を除く）

大ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

7月17日 土 有紀バレエスタジオ 第10回発表会 15：30（予定） 無料（要整理券）
有紀バレエスタジオ 
 090ｰ2048ｰ2866

8月7日 土 橋本幸代バレエスクール 35周年記念発表会 16：00 無料（要入場券）
橋本幸代バレエスクール＆Jr.co 
 050ｰ1017ｰ2682

8月13日 金 Takatsuki Earnest Dancers Vol.12 14：00 1,000円
高槻現代劇場 
 072ｰ671ｰ9999

8月14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

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

6月20日 日 高槻市少年少女合唱団 第32回定期演奏会　　 公演中止 14：00 無料（要整理券）
国久 
 072ｰ699ｰ0035

7月4日 日 Yuri Ballet 第17回クラシックバレエ発表会 15：30（予定） 無料
Yuri Ballet 
 090ｰ1672ｰ8827

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」 13：30
当日　3,000円
前売　2,900円　他

高槻現代劇場 
 072ｰ671ｰ9999

7月22日 祝 第42回福本バレエアカデミー発表会 13：00 無料（要入場券）
福本バレエアカデミー 
 090ｰ1141ｰ1691

7月23日 祝 2台ピアノ 8手連弾による超絶技巧 －音の宇宙－ 13：30
一　　　般　980円
高校生以下　500円

INUI MUSIC SALON 
 080ｰ4761ｰ6820

7月24日 土 カンティ・サクレ 10thコンサート ～時空を超えて～ 14：00 無料（要整理券）
高槻現代劇場 
 072ｰ671ｰ9999

7月25日 日 京清会 第30回記念民謡まつり 10：00 無料
日本民謡 京清会 
 072ｰ681ｰ2890

7月29日 木 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

8月4日 水 バレエスクールアリス バレエコンサート2021 15：30 無料（要整理券）
バレエスクールアリス 
 090ｰ9116ｰ9107

8月11日 水 バレエ・プログレッション・オンステージ 12：00 無料（要入場券）
高槻市バレエ協議会 
 072ｰ694ｰ5104

◆ 8月15日（日）までの情報を掲載しています。 ＜5月25日現在の情報です。変更の場合もございます。＞

第24回 高槻明月能「善界 白頭」
独調「駒之段（こまのだん）」　（謡） 片山九郎右衛門　（小鼓） 林 吉兵衛
狂言「附子（ぶす）」　野村萬斎
能　「善界 白頭（ぜがい はくとう）」　片山九郎右衛門　他

唐の天狗の首領である善界坊は日本の仏教を妨害しようと山城の愛宕山におり立ち、
天狗の太郎坊と共に比叡山へ。勅命を受けて比叡山を下りていく僧正の行く手を阻も
うと、すさまじい風雨雷鳴が起き善界坊が現れます。僧正の熱心な祈りに応じて不動
明王や日本の神々までが姿を見せ、天狗はついに力尽きます。
天空を飛んでくるスケールの大きさやダイナミックな動き、作り物の車の中に座す僧
正との静と動の対比など観るものを飽きさせない能です。

■ 11月12日（金）　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
天狗ものと言われる能は複数ありますが、人間とのかかわり方は様ざまです。負ける
ことがわかっていながらなお挑み続けるアンチヒーローの悲哀を片山九郎右衛門さん
が語ります。
公演で使用する装束の展示も。

■ 10月13日（水）　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　　学　生　1,000円　　友の会　1,800円

～高槻市在住6名の作家による絵画展～
Takatsuki Art Challenge 創造するチカラ
障がいのある人の文化芸術活動の推進を目的として、高槻市内在住の
6人の作家による多彩な感性と表現力で描かれた作品を一堂に展示し、
あわせて創作活動の背景を紹介します。
出展作家： 猪野兼士、加地英貴、大同美香、中園 晋 

村井知香子、村濱正博

■ 7月1日（木）～7月4日（日）　10：00～17：00（最終日は16：00）
■ 安満遺跡公園　歴史拠点 体験館 多目的スペース
■ 観覧無料

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

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際は

©吉越 研©吉越 研

野村萬斎

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

友 の 会 7月14日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 7月15日（木）10：00～［webのみ］
一　　般 7月16日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

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　
高槻ジャズストリート実行委員会

代表　蓑輪裕之

　思えば開館間もない1969年に、高校生だった私が某楽器
メーカーの全国オーディションの予選で初めてステージに
立って以来のお付き合いです。当時から近隣の市民会館を
圧倒するキャパシティで名を知られていました。また1999
年から毎年お世話になっている高槻ジャズストリートでは、
記憶に残るたくさんの素晴らしいステージを広く市民の皆
様と楽しんでまいりました。本当にたくさんの思い出をあ
りがとうございました！
　2023年に生まれかわる芸術文化劇場に引き継がれていく
高槻市の素晴らしい伝統です。

たかつき能楽に親しむ会副会長
観世流能楽師シテ方　田中隆夫

　わが町高槻の「文化の華を咲かすまち」として市民会館
大ホールの役割は大変重要でした。特に、邦楽・日舞・古
典芸能とりわけ「能楽」においては、平成21年より「たかつ
き市民能」を開催し、多くの方々に観能していただきまし
た。また、特設舞台としての能舞台はひと際素晴らしく
立派なもので、この舞台を利用するのは来年3月の第10回
記念たかつき市民能が最後となります。愛着ある会館が
閉館となり寂しさはありますが、令和5年より新らしく芸
術文化劇場として生まれ変わるにあたり、引き続き伝統
文化の継承と向上に努めて参りたいと思います。

安満遺跡公園で開催！
観覧無料です。

新施設の公式ロゴデザインを人気投票で選びます！
高槻城公園 芸術文化劇場の公式ロゴデザインを複数の案の中から皆様の投票により決定します。
6月27日（日）から高槻市ホームページに候補デザインを掲載、詳細は高槻市ホームページをご覧ください。

◇投票期間：6月27日（日）～7月5日（月）

未就学児も
入場できます

高槻城公園 芸術文化劇場イメージ図

高槻城公園 芸術文化劇場（2023年3月オープン予定）建設のようす（今年4月）

片山九郎右衛門

建設風景 大ホール２階客席部分 地下１階創造交流部門エリア（スタジオ）



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

キッズシアターキッズシアターキッズシアターわくわく!
高槻現代劇場 こども広場高槻現代劇場 こども広場 劇場でいろんな体験してみよう！

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

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／ 10：00～17：00

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

～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

子どもワンコイン！
おとなだけの
参加もOK！

指揮とお話
中井章徳

０才から入場
できます♪

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。

未就学児も
入場できます

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　電話予約受付中（先着順）　℡.06-6685-5601（人形劇団クラルテ）

好評発売中

ごにんばやしになってみよう！
能楽の謡（うたい）や囃子（はやし）を体験してみよう

講師／能楽協会大阪支部メンバー
■ 日時：8月1日（日）　①11：00～12：00　②13：30～14：30
■ 会場：高槻現代劇場　レセプションルーム
■ 対象：小学生
■ 定員：各回50名

和だいこをたたいてみよう！
高槻まつりでおなじみの「高槻ウェーブ」をたたいてみよう

講師／高槻太鼓メンバー
■ 日時：8月14日（土）　①11：00～12：00　②13：30～14：30
■ 会場：高槻現代劇場　レセプションルーム
■ 対象：小学生
■ 定員：各回30名

無料体験の申込み方法
6月26日（土）から電話で受け付け開始（先着順）　℡. 072-671-9999（10:00～17:00）

高校生ダンス発表会
Takatsuki Earnest Dancers Vol.12
出演／市内高校ダンス部　他

■ 8月13日（金）　14：00
■ 高槻現代劇場　大ホール（全席指定・3才以上有料）
■ 一　般・友の会　1,000円
　 ※3才未満でも座席の必要なお子さまは有料

未就学児も
入場できます

市民協働事業

発売開始
一般・友の会　7月7日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］

女声合唱団
カンティ・サクレ 10ｔｈコンサート　～時空を超えて～ 

音楽監督･指揮／雨森文也、指揮･ピアノ／平林知子、パーカッション／深澤 学
ファンタジア（曲／木下牧子　訳詞／木島 始）
トヨさんの言葉（曲／山中惇史　詩／柴田トヨ）
サザンオールスターズ･セレクションより（曲･詩／桑田佳祐　編曲／信長貴富）　他

■ 7月24日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール　　■ 入場無料（要整理券）
※整理券申込みはお一人2枚まで。電話（大片072-683-4375）または右QRコードで７月1日（木）10：00から受付

平和堂財団 芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ vol.24　Peace with Music, Music with Pigeon
鳩の音楽会2021
マリンバ・パーカッション／深田瑞穂、ピアノ／廣田沙羅、ヴァイオリン／中川 桜　他

■ 9月23日（木･祝）　15：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール　　■ 入場無料（要事前申込み）
●申 込 方 法　 はがきに①公演日 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤希望枚数（はがき1枚につき、2名まで）をご記入のうえ

〒520-0041　滋賀県大津市浜町1-38　しがぎん経済文化センター 「平和堂財団 鳩の音楽会」係まで
●締　　　切　 8月2日（月）消印有効

 ※応募多数の場合は抽選。当選者には8月下旬に整理券を郵送、発送をもって通知に代えさせていただきます。
※問合せ　しがぎん経済文化センター Tel.077-526-0011（平日9：30～17：00）

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！

講師／幸 流 小 鼓 方　成田達志　（TTR能プロジェクト）
　　　大倉流大鼓方　山本哲也
① 9月15日（水）　能の解説と謡・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 22日（水）　謡・鼓の稽古
③ 25日（土）　企画公演 『和魂Ⅷ 流儀対決！観世流vs宝生流！』　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（③企画公演B指定席券を含む）
 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7月7日（水）から受付

 Tel.072-671-9999（10：00～17：00）

月に一度のお楽しみ♪
歌声くらぶ in 高槻 歌は元気の源 ! 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～

■ ６月２３日、７月２８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）

《生涯学習センター》ランチタイムロビーコンサート
6月22日（火）　ピアノ
7月27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
6月27日（日）　ピアノ、フルート、トロンボーン
7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

吟剣詩舞道連盟招致 詩吟大会
第1部（一般の部）吟士権者決定詩吟大会　　　■ 6月27日（日）　9：30　　■ 高槻現代劇場　大ホール・中ホール
第2部（指導者の部）吟士権者決定詩吟大会　　■ 7月11日（日）　9：30　　■ 高槻現代劇場　大ホール・中ホール　他
■ 入場無料

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
出演校生徒の関係者のみの入場とします。一般の方の鑑賞はできません。
■ 6月20日（日）　14：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール

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」
■ 6月12日（土）　15：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席指定）

好評発売中 W

無　料　体　験　！無　料　体　験　！

市民協働事業

高槻市
健幸ポイント
対象事業です











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

市民協働事業

整理券申込み
フォーム

受付終了

公演中止

公演中止


