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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

・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

10月24日 日 高槻市文化祭 高槻市音楽団管楽部 第91回定期演奏会 14：00 無料 今城塚公民館
 072-683-3331 

11月3日 祝 高槻市文化祭 第49回高槻市吟剣詩舞道決勝大会 9：30 無料 宮原
 072-699-0141

11月7日 日 高槻市文化祭 錦秋おどりの会 11：00 無料 月里
 072-695-2209

11月13日 土 高槻ライオンズクラブCN60周年記念「河田 惠昭」講演会 13：30 無料 高槻ライオンズクラブ
 072-672-2618

11月27日 土 ～子どもからおとなまで楽しめる～ ピアニカの魔術師 はじけるライブ ①11：00
②14：30

一　　　般　1,500円　
中学生以下　　500円　他

高槻現代劇場
 072-671-9999

12月5日 日 政本憲一プロデュース 高槻和太鼓祭2021 山海～sankai～ 15：00 3000円 和太鼓 政や
 072-691-5100

12月12日 日 高槻フィルハーモニーオーケストラ 第15回定期演奏会 14：00 前売 一般　800円　　
　　 学生　500円　他

高槻現代劇場
 072-671-9999

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

10月17日 日 高槻市文化祭 高槻音楽家協会 第44回定期演奏会 ～音楽に願いをこめて～ 14：00 一般　2,000円　　
学生　1,000円　他

河野
 090-5720-5227

10月23日 土 高槻市文化祭 カラオケの祭典 10：00 無料 橋本
 072-687-3243

10月28日 木 京清会さわやか歌謡まつり 9：30 無料 日本民謡 京清会
  090-9881-7565

10月31日 日 高槻市文化祭 箏、三絃、尺八による邦楽演奏会 12：30 無料 森實
 090-6554-9479

11月7日 日 高槻市文化祭 第58回高槻市民音楽祭 13：00 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

11月12日 金 第24回高槻明月能「善界 白頭」 19：00 一般　4,500円　　
学生　1,000円　他

高槻現代劇場
 072-671-9999

11月14日 日 大阪学院大学高等学校吹奏楽部 第7回定期演奏会 14：00 無料（要整理券） 大阪学院大学高等学校吹奏楽部
 06-6381-6661

11月20日 土 高槻室内管弦楽団 第16回定期演奏会 14：00 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

11月28日 日 おにぎりブラスオルケスター 第1回定期演奏会 16：30 500円 お米企画
 090-8382-4877

12月4日 土 ステージタイガー演劇公演「ブルースターナックル！」 ①18：00 前売 一般　3,000円　　
前売 学生　1,500円　他

高槻現代劇場
 072-671-9999

12月5日 日 ステージタイガー演劇公演「ブルースターナックル！」 ②13：00
③17：00

前売 一般　3,000円　　
前売 学生　1,500円　他

高槻現代劇場
 072-671-9999

◆ 12月15日（水）までの情報を掲載しています。 ＜9月25日現在の情報です。変更の場合もございます。＞

ステージタイガー演劇公演
「ブルースターナックル！」
脚本・演出／虎本 剛

関西のとある地方都市「珠月（たまつき）」。キリ
シタン大名ゆかりの地、珠月城では地域密着パ
フォーマンスチーム「珠月おもてなし武将隊」が
結成されることに。上京するも夢破れ帰郷した
俳優・晴彦は、お金に困り渋々武将隊の足軽メ
ンバーとなりお披露目に向けて稽古を開始する
が、そのセンターには売れっ子芸能人となった
後輩・蒼佑（そうすけ）の姿が…
どこまでも強く、速く、大きく、アツく！笑いと
涙と刀と拳！溢れ出す情熱を胸にステージタイ
ガーが高槻をモデルとした架空都市を舞台に贈る
悩める大人の青春人情劇！

■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定）　　
■ 12月4日（土）　18：00
　 12月5日（日）　13：00／17：00
■ 一　般　3,000円　　学　生　1,500円（当日各500円増）　　 友の会　2,500円　　友の会グリーン　2,000円

※友の会・友の会グリーン割引は前売のみ

第26回 レセプション亭落語会
～千朝さんと楽しむ上方落語～

■ 12月11日（土）　14：00　※6月5日第25回の振替公演です。
■ 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

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

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 友 の 会 10月27日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 10月28日（木）10：00～［webのみ］
一　　般 10月29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
高槻市合唱連盟会長

長谷川房江

私にとっての最初の出会いは高校一年の文化祭が高槻市
民会館で行われた事でした。開館間もない立派なホール
に感動した事を覚えています。また関西合唱コンクール
の舞台にもなり、高槻市民にとっては成人式の舞台でも
あります。以後、歌う側から、客席で鑑賞する側から大
ホールは音楽文化・舞台文化の発進基地として重要な役
目をはたしてくださいました。生まれ変わる芸術文化劇
場に次の舞台を託し、閉館される大ホールの沢山の思い
出に深く感謝申し上げます。
　つい先日、孫の踊るバレエのコンサートがありました。
半世紀を超えるお付き合いでした。

高槻市バレエ協議会代表
渥美桂子

1970年代のバレエブーム以降大ホールで公演を重ね、
1986年にはバレエフェスティバルとして高槻市文化祭に参加、
毎年の恒例行事となり多くの参加者と観客に恵まれました。
　思えば大ホールには昭和、平成、令和と50余年にわたり
お世話になりました。大ホールが無かったら現在の渥美桂
子バレエスクールも高槻市バレエ協議会もなかったと、古
くなったプログラムを読み返して過ぎし日々を懐かしんで
おります。多くの生徒と教師がこのホールから巣立って行
きました。本当にありがとうございました。そしてお疲れ
さまでした。2023年春からは関係者一同力を合わせて新会
館に相応しい舞台を上演したいと願っております。

《生涯学習センター》ランチタイムロビーコンサート
10月26日（火）　ピアノ
11月30日（火）　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

《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28日（日）　ピアノ、ピアノ連弾、声楽
■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

ステージタイガー
関西を中心に活動する、鍛えら
れた肉体を持つ俳優達で構成さ
れた劇団。会社、教育機関への
演劇ワークショップも多数行い、
高槻市在住の作演出家・虎本剛を
中心に映画、テレビ、ラジオな
どでも活躍中。前回の高槻現代
劇場中ホール公演では2日間の公
演で900人以上を動員。

桂 千朝
「抜け雀」

桂 小春團治
「断捨離ウォーズ」

桂 小鯛
「いらち俥」

桂 米紫
「猫」

（小佐田定雄 作）

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

好評発売中 W

月に一度のお楽しみ♪歌声くらぶ in 高槻 ～歌手によるミニステージも～

■ 毎月第4水曜日（10月27日、11月24日）　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。

講師／喜多光三
（ピアノ＆アコーディオン）

高槻室内管弦楽団 第16回定期演奏会 指揮／寺坂隆夫、大澤俊之

モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」序曲　　ハイドン：交響曲第104番「ロンドン」　　ベートーヴェン：交響曲第7番
■ 11月20日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール（全席当日指定）　　■ 入場無料（先着300名）

市民協働事業

第22回 大阪国際音楽コンクール グランドファイナル＝ガラコンサート
■ 10月11日（月）　12：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール（全席自由）　　■ 入場無料（要入場券 ※配布終了）　
◎ 10月10日（日）は声楽部門のファイナル審査があります。高槻現代劇場　中ホール10：00（予定）　観覧無料（要入場券･当日配布）

劇団HP　http://st-tg.net/

第13回 藤井竹外奉賛全国吟詠大会
■ 11月21日（日）　9：30　　■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席自由）　　■ 入場無料

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5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

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 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 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。

第28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!!
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！

● 開催日時　2022年3月26日（土）、27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　 高槻市在住または高槻文化友の会会員=1人3,000円

上記以外の方=1人3,500円
連弾の場合は2人の合計金額

● 申込方法　 以下の項目をご記入のうえ、往復はがきでお申込みください（往復はがき1枚につき1名、連弾の場合は1組）。
【往信用うら面】  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

【返信用おもて面】 郵便番号、住所、名前
〈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17日（水）～11月24日（水）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。
 　※申込み後の曲目変更はお控えください。

フォルテピアノと弦楽合奏によるベートーヴェン「皇帝」
～ベートーヴェンが求めた音の姿～

ハイドン：弦楽四重奏曲第77番「皇帝」
ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番「皇帝」（V.ラハナーによる弦楽合奏版）
モーツァルト：ピアノ・ソナタから　　他

■ 2022年3月19日（土）　14：00　　■ 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

～子どもからおとなまで楽しめる～
ピアニカの魔術師 はじけるライブ
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）パイレーツ・オブ・カリビアン
エル・チョクロ　　クラシックメドレー2021
えんとつ町のプペル　　On the sunny side of the street
線路は続くよどこまでも　　I Got Rhythm　　他

■ 11月27日（土）　①11：00　②14：30（各90分休憩なし）
■ 高槻現代劇場　大ホール（全席指定）　　■ 一　般　1,500円　　中学生以下　500円　　友の会　1,350円

０才から入場
できます♪

好評発売中 W

歌とギターで巡る世界のうた、日本のうた
カウンターテナー／中嶋俊晴、 クラシックギター／岡本拓也

シューベルトのセレナーデ　　7つのスペイン民謡より（ファリャ）
ムーランルージュの唄　　虹の彼方に
蘇州夜曲　　上を向いて歩こう　　小さな空
〈ギターソロ〉
　アルハンブラの思い出　　
　ロンドンデリーの歌・イエスタデイ（武満 徹 編曲）　　他　　　　※曲目は変更する場合がございます

■ 12月4日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席指定）

中嶋俊晴
ウィーン国立音楽大学大学院リート･オラトリオ専
修およびアムステルダム音楽院修士課程バロック声
楽専攻を共に満場一致の最優秀栄誉賞付きにて修了。
ウィーン･シューベルティアーデ、プラハの春音楽
祭等欧州各地の音楽祭、スペインを代表する古楽ア
ンサンブにソリストとして招聘されるなど国際的に
活躍の場を広げている。令和2年度五島記念文化賞
オペラ新人賞をカウンターテナーとして初めて受賞
し話題となった。オランダ･アムステルダム在住。

岡本拓也
10才よりギターを始める。2018年11月ウィーン国
立音楽大学大学院修士課程を満場一致の最優秀成
績で修了。歴史的演奏法をインゴマー・ライナー、
リュート演奏法をルチアーノ・コンティーニ各氏
のもとで学ぶ。16年アルトハイム国際ギターコン
クール第1位（オーストリア）、17年ノルトホルン
国際ギターコンクール第2位（ドイツ）、18年世界最
高峰レベルのアルハンブラ国際ギターコンクール
（スペイン）にて第2位等受賞多数。

友 の 会 10月14日（木）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
※同伴の方（有料）も同日受付。同伴者の人数制限はありません。
一　　般 10月15日（金）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］

発売開始

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

高槻文化友の会特別企画

©Hiroshi Kogure©Hiroshi Kogure

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（ぜかい 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
■ 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

©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

片山九郎右衛門

好評発売中 W

高槻市文化祭
高槻現代劇場大ホール・中ホール・展示室・レセプションルーム、生涯学習センター展示ホール、市役所東側、野見神社を会場に
市内で活動を続ける文化団体の展示や発表。
期間は10月9日（土）～11月14日（日）、一部有料公演もあります。詳しくは高槻現代劇場ホームページをご覧ください。

第4回 桐山清澄杯将棋大会
アマチュアなら誰でも参加できる将棋大会です。多数抽選。審判長＝南 芳一 九段
● 開催日時　12月19日（日）　9：45～17：00予定（受付開始 9：15）
● 会　　場　高槻現代劇場　レセプションルーム、展示室
● 募 集 数　クラス=S級（無差別級）・A級（三段以下）・B級（初段以下）・C級（4級以下）各クラス32人
● 参 加 費　高槻市在住または在勤・在学の方 1,000円（それ以外の方は1,500円）
● 申込方法　 以下の項目をご記入のうえ、往復はがきでお申込みください。（往復はがき1枚につき1人）

【往信用うら面】  ①郵便番号、住所　②参加者氏名（ふりがな）　③年齢　④昼間に連絡のとれる電話番号
⑤参加クラス　⑥段位･段級　⑦日本将棋連盟免状の有無
⑧市外在住で市内通勤・通学の方は学校名・勤務先名と所在地

【返信用おもて面】 郵便番号、住所、名前
〈送付先〉次のいずれかへ

〒569-0077　高槻市野見町2-33　高槻現代劇場　桐山清澄杯係
〒553-0003　大阪市福島区福島6-3-11　日本将棋連盟関西本部

◆ 受付期間　10月20日（水）～10月31日（日）必着
 　※抽選結果は11月中旬に発送します。参加費払込み等は返信はがきをご覧ください。

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
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
■ 10月23日（土）　14：00　※5月8日の振替公演です。
■ 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＆ボーカル／かねだたつこ 
 （高槻市在住）
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

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

好評発売中 W

生命誌を考える映画鑑賞会 2021
自然 ･生命 ･人間を主題とするドキュメンタリー映画鑑賞会の今年のプログラムは、生命誌研究館の生きもの研究の今を伝え
る新作とあわせて、生きもののつながりの中の人間を考える「水と風と生きものと」他を上映します。

上　映　作　品
上　映　日　時

11月5日（金） 11月6日（土）
食草園が誘う昆虫と植物のかけひきの妙 （93分）
チョウの訪れを待つ食草園から昆虫と植物の世界を映像で
伝える研究と表現の物語です。

13：00 15：00

水と風と生きものと　中村桂子 ･生命誌を紡ぐ （119 分） 15：00 12：30
音楽劇映画「生命誌版 セロ弾きのゴーシュ」 （49分） － 11：00

開場は上映開始15分前

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

高槻フィルハーモニーオーケストラ 第15回定期演奏会
客演指揮／白谷 隆　
ベートーヴェン：バレエ音楽「プロメテウスの創造物」序曲　　交響曲第1番　　交響曲第8番
■ 12月12日（日）　14：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席当日指定）
■ 一　般　800円（当日1,000円）　　学　生　500円　　友の会　700円（当日900円）

市民協働事業

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

NPO法人三島子ども文化ステーション
ロバの音楽座「ココロよろこぶオンガッカイ」
■ 2022年1月29日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場　402号室（全席自由･2才以上有料）
■ 一　般　2,500円　　中学生以下　1,000円　※友の会割引はありません。
 　 ※チケットは11月1日（月）10：00からNPO法人三島子ども文化ステーションで受付　Tel.072-685-2224（平日10：00～17：00）

友 の 会 2022年1月25日（火）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 1月26日（水）10：00～［webのみ］
一　　般 1月27日（木）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

指揮とお話
延原武春

フォルテピアノ
高田泰治

演奏
テレマン･アンサンブル

未就学児も
入場できます


