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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。

〒569-0077  高槻市野見町2-33
チケット専用（10：00～17：00）
TEL.072-671-9999
月曜休館（祝日を除く）
https://
www.takatsuki-bsj.jp/theater/

★休館日：月曜休館（祝日を除く）、12月29日（水）～1月3日（月）、11日（火）、18日（火）

大ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

1月16日 日 第13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

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

12月18日 土 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19日 日 第19回ラピスファミリーコンサート 14：00 無料 ラピスファミリー合唱団
 090-6552-5944

◆ 2月15日（火）までの情報を掲載しています。 ＜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

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

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

高槻市吹奏楽連盟　会長・高槻市立五領中学校　校長
西村かず子

高槻市吹奏楽連盟の発足以降、市民会館大ホールには、サマーブラスコンサート・ブラスバンドフェスティバル・
アンサンブルフェスティバルと年3回お世話になりました。連盟発足当時は、第一中学校の体育館・島上高等学校
（現 槻の木高等学校）・金光大阪高等学校の体育館で演奏し、参加校も10校程度だったことが昨日のように思い出されます。市民
会館大ホールでの初舞台。舞台袖で出番を待つ緊張した時間、タクトを振り上げる瞬間に輝く子どもたちの瞳、ホールに響く広が
りのある音、盛大な拍手は忘れません。
年月が流れ、当時の子どもたちが親となり、その子どもたちもこのホールに立たせていただいています。サマーブラス

コンサートは、今年第36回を迎えました。連盟の立ち上げから関わり、吹奏楽部の顧問として27年、吹奏楽連盟の副会
長・会長として13年。長い教員生活最後の年が、大ホールのフィナーレと重なるご縁を感じるとともに、芸術文化劇場が
末永く市民に愛される場となりますことを祈念いたします。

大阪府立大冠高等学校　吹奏楽部顧問
中原由布子

　北摂の高校吹奏楽部は、毎年6月に大ホールで「そよかぜコンサート」を行っています。「新入部員に発表の場所を！」
という思いから始まったこのコンサートも、26回目を迎えます。参加校が協力して運営にあたり、生徒たちは絆を深めています。
恒例の新入部員による「翼をください」の歌とパフォーマンスは、ご来場いただいた多くの方から「元気をもらいました」とい
う言葉をいただいています。

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

　　　

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

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

市内の和太鼓集団8チームが集結！
第18回 たかつき和太鼓フェスティバル
出演／ 芥川、高槻北高校各和太鼓部、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、
兎音（とと）、和（のどか）

■ 2022年3月6日（日）　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階席　1,000円　　2階席　500円 　※3才未満でも座席の必要なお子様は有料

友 の 会 2022年1月12日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 1月13日（木）10：00～［webのみ］
一　　般 1月14日（金）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

　　　　　　　　　　　市民会館にまつわる　　　　　
　　思い出メッセージ・写真を募集します

1964年の開館以来さまざまな催しや活動で賑わった市民会館は2022年7月に閉館します。
市民会館にまつわる皆様の思い出メッセージや写真をお寄せください。高槻現代劇場ホームページ内【市民会館クロージ
ング特設ページ】やパネル展示などで紹介します。大ホールでの催しの鑑賞、講演会をはじめ、市民の皆様の晴れ舞台、
集会室での出来事、かつて結婚式場だった頃のエピソードなどさまざまな思い出をお待ちしております。

※スペースの関係上、掲載できない場合や文章を一部変更することがございます。

◆募集内容（掲載内容）

　＜メッセージ＞ ①200字以内のメッセージ　　②投稿者名（団体名も可）
　＜写　　　真＞ ① 写真データ…メール受付のみ：JPEG形式、5MB以内、未加工（リサイズは可）

プリント写真…スキャンして返却します。
 ②わかる範囲で撮影年月
 ③写真の説明またはコメント（60字以内）
 ④投稿者名（希望者のみ、団体名も可）
 　※注意事項　 ●撮影者本人又はその著作権継承者による応募であること。

●第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害しないものであること。
●法令、公序良俗に反しないもの、また反する恐れのないものであること。

◆応募方法

　 応募者の氏名、郵便番号・住所、電話番号、年齢（任意）を添えて次のいずれかの方法で。

　〇専用メールアドレスに送信　contact@takatsuki-bsj.jp 　件名「メッセージ・写真募集」
　〇郵送　宛先：〒569-0077　高槻市野見町2-33　高槻現代劇場 クロージング係
　〇高槻現代劇場 会館事務所（市民会館3F）へ直接持参（10：00～17：00）
　　※休館日：毎週月曜（祝日除く）／12月29日（水）～2022年1月3日（月）、1月11日（火）、1月18日（火）

◆受付期間

　12月21日（火）～2022年2月25日（金）必着

市民協働事業

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 ～ホールでスタインウェイを弾こう！！～
■ 2022年3月26日（土）、27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。



18世紀のサロンの音楽をクラシカル楽器（※）と、繊細で豊かな響きのフォルテピアノで再現します。
室内楽版のベートーヴェンのピアノ協奏曲「皇帝」は当時流行していたサロン向けの編曲作品のひとつ。
18世紀当時のウィーンの響きをお楽しみください。
　　（※）クラシカル楽器…古典派の時代に使用された楽器およびそのレプリカ。ピッチは430Hz。

《生涯学習センター》ランチタイムロビーコンサート
12月の開催はありません。
2022年1月25日（火）　琴、尺八
■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

12月、1月の開催はありません。

■問合せ　クロスパル高槻　072-685-3721

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



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。

謡と鼓の短期体験教室　後期　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

大倉流大鼓方　山本哲也　
（TTR能プロジェクト）

① 2022年2月 8日（火）　能の解説と謡・小鼓･大鼓の稽古
②  15日（火）　謡・小鼓･大鼓の稽古
③  19日（土）　企画公演 『江口 甲之掛』　開演14：00

●会　　　場　①②高槻現代劇場　207号室　　③大槻能楽堂（大阪市中央区）
●参　加　費　 Aコース　5,800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12月17日（金）から受付　Tel.072-671-9999（10：00～17：00）

昼の部（14：30～16：30）と夜の部（19：00～21：00）のどちらかを選択｝

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

第3回 高槻こども王将戦 ～参加者募集～

● 開 催 日 時　2022年1月22日（土）　10：00～16：00（予定）　
● 会　　　場　高槻市立生涯学習センター1階 展示ホール（高槻市総合センター）
● 募 集 人 数　60名（多数抽選）
● 参 加 対 象　小学生（アマチュア）であればどなたでも（全国対象）
● 参　加　費　無料
● 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）。

①郵便番号、住所　　②参加者名（ふりがな）　　③学校名･学年　　④保護者の電話番号

〈送付先〉〒569-0077　高槻市野見町2-33　高槻現代劇場「こども王将戦」係

◆ 受 付 期 間　 12月10日（金）～12月17日（金）必着
※応募多数の場合抽選、結果並びに詳細は12月下旬に発送する返信はがきをご覧ください。　

◆ 試 合 方 法　午前／予選 　午後／決勝トーナメント戦

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

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。

■ 2022年4月20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　1,000円　　友の会　900円

茂山逸平茂山 茂

高槻市
健幸ポイント
対象事業です

第29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
「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

■ 2022年5月29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

狂言は町衆の文化や風俗と密接な関係があります。そのため各地のお祭りを題材に
した演目もあります。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 ©桂 秀也©桂 秀也

「鬮罪人」

友 の 会 2月15日（火）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 2月16日（水）10：00～［webのみ］
一　　般 2月17日（木）10：00～［窓口］／14：00～［電話］

発売開始

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と多様性
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。

■ 2022年5月14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／石川征太郎
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」

■ 2022年6月4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

石川征太郎（いしかわ せいたろう）
東京藝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。故ゲルハルト･ボッセのアシスタント指揮者も務めた。

©Takashi Iijima©Takashi Iijima

友 の 会 2月22日（火）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 2月23日（水）10：00～［webのみ］
一　　般 2月24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

早春のプログラム

劇団水曜の家族
第7回公演 「矢柄志探偵の大学爆破事件」
脚本･演出／村上慎太郎（夕暮れ社 弱男ユニット）

2022年
2月 19日（土）　14：00／19：00
20日（日）　11：00

一　般 1,800円
友の会 1,500円
25才以下 1,000円

高槻シニア劇団
千年団

第3回公演 「流行のひと」
脚本･演出／小原延之

2月 23日（水･祝）13：00／17：00
24日（木） 13：00

一　般 1,500円
友の会
50才以上
25才以下    

1,000円

高槻シニア劇団
そよ風ペダル

第8回公演 「ニュー・ピクニック・タイム」
脚本･演出／筒井 潤（dracom）

2月 26日（土）　13：00／17：00
27日（日）　13：00

一　般 1,500円
友の会
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）

発売開始
一般・友の会　1月21日（金）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］

第10回記念 たかつき市民能
能「清経 替之型」　田中隆夫
素謡「神歌」　浦田保浩
舞囃子「高砂」　浦田保親
狂言「棒縛」　茂山逸平
ちびっこ連吟・仕舞隊

■ 2022年3月5日（土）　13：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席自由）　　
■ 一　般　2,500円（当日3,500円）
 　友の会　2,250円（前売のみ）　　高校生･大学生　1,000円（当日2,000円）
 　中学生以下　無料（要学生証提示）

第13回 たかつきスクールJAZZコンテスト
出演／近畿一円の中学・高校のスクールバンド

■ 2022年1月16日（日）　10：20　　■ 高槻現代劇場　大ホール　　■ 入場無料（全席自由）
※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。

発売開始
一般・友の会　12月22日（水）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NPO法人三島子ども文化ステーションで受付中

Tel.072-685-2224（平日10：00～17：00）

未就学児も
入場できます

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（12月22日、2022年1月26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）

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～

桂 千朝「抜け雀」、桂 小春團治「断捨離ウォーズ」、桂 米紫「猫」（小佐田定雄 作）、桂 小鯛「いらち俥」
■ 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

好評発売中 W

残席わずか W

未就学児も
入場できます

市民協働事業

市民協働事業


