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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）

大ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

6月18日 土 高槻北高等学校吹奏楽部 第34回定期演奏会 13：30 無料（要整理券） 高槻北高等学校吹奏楽部 
 090-9110-6759 

6月19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2022 14：00 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

6月21日 火 高槻芸術時間｢インタールード｣ 梅田哲也アーティストプレトーク 19：30 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

6月26日 日 第1部（一般の部）吟士権者決定詩吟大会   9：30 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

7月2日 土 近畿地区大会高槻大会 11：00 無料 一般社団法人高槻青年会議所 髙岡
 090-2043-7737

7月10日 日 第2部（指導者の部）吟士権者決定詩吟大会   9：30 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

7月13日 水 琴伝流大正琴 第15回大阪大会 11：00 無料 琴伝流大正琴関西本部
 075-661-8827

7月16日 土 大嶋啓介&香取貴信&加賀屋克美 絆フェス 13：30 5,000円 大島 
 080-1298-3131

7月18日 祝 第20回阿武山音楽祭 ～みんなでつくる100人の大合奏～ 16：00 無料 阿武山音楽会（荒川）
 090-9985-3608

7月24日 日 高槻市コンサート協会 混声合唱組曲｢摂津峡讃歌｣ 14：00  一　　　般　1,000円
 中学生以下　無　　料

高槻現代劇場
 072-671-9999

7月26日 火 Takatsuki Earnest Dancers Vol.13（高校生ダンス発表会） 13：00 1,000円 高槻現代劇場
 072-671-9999

7月31日 日 みんなでフィナーレ★大ホール ～ピアニカの魔術師とともに～ 14：00  受付終了 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

6月19日 日 吹奏楽団ブルーシエル 第2回演奏会 14：00 無料 吹奏楽団ブルーシエル
 090-5061-6505

6月26日 日 第1部（一般の部）吟士権者決定詩吟大会   9：30 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

7月3日 日 Namikoバレエスクール発表会 13：30 無料（要整理券） Namikoバレエスクール
 090-8447-1974

7月10日 日 第2部（指導者の部）吟士権者決定詩吟大会   9：30 無料 高槻現代劇場
 072-671-9999

7月17日 日 La La Danse Académie 第2回発表会
ピーターパン・バレエコンサート

16：30
（予定） 無料（要整理券）  La La Danse Académie

 080-3130-1087

7月18日 祝 人形劇団クラルテ公演｢ペンギンたんけんたい｣ 13：30 当日　3,000円　　
前売　2,900円　他

高槻現代劇場
 072-671-9999

7月24日 日 カンティ･サクレ 11thコンサート ～つながる～ 14：00 2,000円 カンティ･サクレ 
 072-683-4375

8月4日 木 お客様感謝イベント ヤクルト健康フェスタ
～はじめよう！健腸生活 感染症に打ち勝つ力～ 13：00 無料 近畿中央ヤクルト販売株式会社

 0120-84-8960

8月7日 日 第9回リトルバレリーナ発表会 16：00 無料（要整理券） リトルバレリーナ
 090-1908-5201

8月10日 水 バレエ･プログレッション･オン･ステージ Vol.33 13：00 無料（要整理券） 高槻市バレエ協議会
 072-694-5104

8月14日 日 サカモト広美バレエ教室 第20回発表会｢くるみ割り人形｣全幕 15：30 無料（要整理券） サカモト広美バレエ教室
 072-661-4185

◆ 8月15日（月）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。＞

（公財）高槻市文化振興事業団は4月1日から（公財）高槻市文化スポーツ振興事業団に名称変更しました。

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

第25回 高槻明月能｢邯鄲（かんたん）｣
一調　｢松虫｣　大鼓 山本哲也　謡 片山九郎右衛門
狂言 ｢簸屑（ひくず）｣　野村萬斎
能 ｢邯鄲（かんたん）｣　片山九郎右衛門　　他

■ 11月8日（火）　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  

中国の蜀という国に住む青年､ 盧生（ろせい）は仏道の師を求めて旅に出ます｡
立ち寄った邯鄲の里で宿の女主人から不思議な枕を借りて眠りにつくと､
帝の位を譲るという勅使が現れます｡ 王宮で栄耀栄華を極め､ 在位五十年の
祝宴では盧生も楽しげに舞うのでしたが､ まどろみから目覚めると残された
のは枕だけ｡ 何事も粟が炊きあがる間の一炊の夢と悟り､ はかない無常の世
の理を知って満足して故郷へ帰って行くのでした｡ 舞の鮮やかな演出や緩急
に富んだ謡と囃子など観客の心を捉える名曲です｡

片山九郎右衛門 野村萬斎

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
人間の栄華や歓楽が､ いかにはかないものか｡ 夢と現実とを交錯させ､
大胆な演出で応える能の人気曲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12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  

友 の 会 8月24日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 8月25日（木）10：00～［webのみ］
一　　般 8月26日（金）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］

発売開始
高槻市
健幸ポイント
対象事業です

Takatsuki Art Challenge  ～創造するチカラ2022～
アートを通じて自らの可能性にチャレンジしている､ 障がいのある人の作品を展示
参加アーティスト：猪野兼士､ 加地英貴､ 大同美香､ 中園 晋､ 村井知香子､ 村濱正博
賛助出品／アトリエライプハウス所属アーティスト

■ 7月15日（金）～7月18日（月･祝）　10：00～17：00（最終日は15：00）
■ 安満遺跡公園 歴史拠点体験館 多目的スペース　　■ 観覧無料 

未就学児も
入場できます

　　　　　　　　　　　 　市民会館の思い出　 　お寄せいただいたメッセージから　- その2 -

　団塊の世代に属する私の市民会館の思い出なら結婚式場になります｡ およそ40～50年前といえば職場の同僚の多くは20代｡
次々と当時主流の市民会館で挙式し､ その頃から盛んになりだした海外ハネムーンに旅立ちました｡ 心から羨ましく思った
一方で､ 夏の黄昏時期になると､ 大ホールの周囲の階段にその予備軍であるカップルが集まるため､ これを避けるために職
員が毎日大量の水を階段に撒いていたとか｡ 今はどんな風でしょうか?
 新美輝明さん

　7月で終わるとききさみしいです｡ 子どもの頃からあたり前のように存在していたので､ いろいろ思い出もあります｡ 高校
生の頃には舞台に立たせてもらったこともありました｡ コンサートで来たこともありました｡ とても楽しい思い出ばかりです｡
感謝の気持ちでいっぱいです｡
 和太鼓ファン

　開館した昭和39年は､ 私が市民会館に隣接する高校に入学した年であり､ 又､ 新幹線の開業､ 東京オリンピック開催等､
経済の成長が感じられる年でした｡ 会館の落成記念の一環でトニー谷の司会による人気テレビ番組の公開放送があり､ 雑踏
整理のため警察官まで出張っていて驚いたのを覚えています｡ 市民会館は､ それまで､ 遠い存在であった芸能や文化を身近
に感じられる存在にしてくれました｡ これからも新館に期待します｡
 内濱 治さん

1972年 4月30日
高槻市音楽団管楽部 第3回定期
演奏会ゲネ｡
皆で手作りしたりプログラムもガリ版
刷りだったのが懐かしいです｡
 丹羽幸夫 1964年 市民会館大ホール竣工年

竣工記念コンサートとして､ 高槻市立第
一中学校､ 第三中学校､ 第四中学校
合同で開催｡
 竹本克巳

1993年 2月7日
高槻市制50周年の年に市民会館で行
われたNHKのど自慢に出演｡ ドリカ
ムの晴れたらいいねを歌いました｡

1974年 12月25日
｢府民劇場第169回公演 第9シン
フォニーの夕べ｣朝比奈 隆指揮､
大阪フィルハーモニー交響楽団､
高槻市第九合唱団  
 島上高校音楽部管弦楽団
 島上フィルハーモニー交響楽団

市民会館の思い出写真とメッセージを２Fロビーに展示中！

事務所移転のお知らせ
会館事務所は8月2日（火）から文化ホール2階（道路沿いの建物）に移ります｡
高槻城公園芸術文化劇場オープンまでのしばらくの間ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします｡

1965（昭和40）年 5月8日
開館時に申込んで6ヶ月後の結婚式。当時は
壁がコンクリート打ちっぱなしの近代的な建
物に見えました。披露宴会場は式場と同じ
2階。司会を頼んでいた友人が国鉄のストで
遅れて、新郎の私が司会をするという破天荒
な式でした。
 加藤隆康

市内の障がい福祉サービス事業所が、お菓子･手作り雑貨などを販売します。
● 安満遺跡公園 歴史拠点体験館 歴史体験室　　● 7月16日（土）～7月18日（月･祝）　10：00～15：00

【まるしぇに関するお問合せ】 高槻市障がい福祉課 Tel.072-674-7164　Fax.072-674-7188

たかつき〇まるしぇ 同時開催

観覧無料　安満遺跡公園で開催！



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！

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。

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

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11日（木･祝） ①10：30～11：30　②13：00～14：00 
■ 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
■ 申込受付： 6月18日（土）～　先着順

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20日（土）　①10：30～11：30　②13：00～14：00
■ 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
■ 申込受付： 6月18日（土）～6月28日（火）　多数抽選

◎申込みは、高槻現代劇場ホームぺージ各公演ページの「インターネット申込み」から

人形劇団クラルテ公演「ペンギンたんけんたい」
原作／斉藤 洋（講談社刊）　　脚色／吉田清治　　演出／三木孝信
■ 7月18日（月･祝）　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
● 6月26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、おとな1人1,500円、子ども追加1人1,000円
● 申込方法　電話で予約受付中（先着順）　Tel.06-6685-5601（人形劇団クラルテ）

未就学児も
入場できます

ロバの音楽座｢ココロよろこぶオンガッカイ｣
バグパイプ、リュート、ポルタティーフオルガン、ヴィオラ・ダ・ガンバ､ 笙など多彩な古楽器や創作楽器が登場｡
おとなも子どももリラックスして楽しめるファンタジックなコンサートです｡

■ 6月25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･友の会　2,500円　　中学生以下　1,000円
　 ※ 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）

高槻市コンサート協会 混声合唱組曲「摂津峡讃歌」
第一部　内藤里美（ソプラノ）　総毛 創（テノール）　金月里紗（ピアノ）
第二部　 混声合唱のための組曲｢摂津峡讃歌｣

作詞：神田長鉄　　作曲：池田則彦
指揮／国久昌弘　ピアノ／村崎 愛　合唱／高槻市民合唱団

■ 7月24日（日）　14：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席自由）　　■ 一　般･友の会　1,000円　　中学生以下　無料

市民協働事業

発売開始
一般・友の会　6月24日（金）10：00～ ［窓口･web］／14：00～［電話］

未就学児も
入場できます

好評発売中 W

高校生ダンス発表会
Takatsuki Earnest Dancers Vol.13
出演／ 芥川､ 阿武野､ 大阪青凌､ 春日丘､ 高槻北､ 槻の木､

北摂つばさ、三島　各高校ダンス部　　他

■ 7月26日（火）　13：00　　■ 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才未満でも座席が必要なお子さまは有料。

市民協働事業

未就学児も
入場できます

高校吹奏楽部によるブラスの祭典
そよかぜコンサート2022 市内の高校を中心とした高校生の吹奏楽演奏会

出演／ 大冠､ 関西大学中･高等部､ 北千里､ 金光大阪中･高､
千里､ 高槻北、高槻中･高、三島　各高校吹奏楽部

■ 6月19日（日）　14：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席自由）　　■ 入場無料

市民協働事業

未就学児も
入場できます

謡と鼓の短期体験教室 前期 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 8月23日（火）　能の解説と謡･小鼓･大鼓の稽古
② 31日（水）　謡･小鼓･大鼓の稽古
③ 9月19日（月･祝）　TTR能プロジェクト20周年記念新企画公演｢未来への翼｣ 13：00開演
●会　　　場　①②高槻現代劇場　展示室　　③湊川神社神能殿（神戸市中央区）
●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　 高槻現代劇場ホームぺージの公演ページ内「インターネット申込み」または電話で。

6月22日（水）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｝

月に一度のお楽しみ♪　歌声くらぶ in 高槻 9月を除く毎月第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｡ 歌手によるミニステージも～
■ 毎月第4水曜日（6月22日､ 7月27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）

吟剣詩舞道連盟招致 詩吟大会
第一部（一般の部）　　■ 6月26日（日）　9：30　　■ 高槻現代劇場　大ホール､ 中ホール 
第二部（指導者の部）　■ 7月10日（日）　9：30　　■ 高槻現代劇場　大ホール､ 中ホール､ レセプションルーム､ 展示室
■ 入場無料

《生涯学習センター》
ランチタイムロビーコンサート

6月･7月の開催はありません｡

■ 問合せ　072-674-7700

《クロスパル高槻》
サロンコンサート

6月26日（日）　声楽、ピアノ、創作曲の発表
7月の開催はありません。
■ 14：30　　■ 無料（先着100人）
■ クロスパル高槻8階イベントホール　
■ 問合せ　072-685-3721

高槻唄まきstatioN

6月18日（土）　出演/月陽　他7月10日（日）
■ 14：00～17：00　　■ 無料
■ 阪急高槻市駅高架下広場
■ 問合せ　072-684-7194








無　料　体　験　！無　料　体　験　！

好評発売中

好評発売中 W

未就学児も
入場できます

いよいよ最後！ みんなでフィナーレ★大ホール ～ピアニカの魔術師とともに～　共演：高槻市少年少女合唱団

■ 7月31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）　　 
◎申込み受付期間は終了しました｡
◎申込まれた方への結果及び入場方法は6月中旬にメールまたはハガキでお知らせします｡

未就学児も
入場できます

当日券あり
高槻文化友の会特別企画

歌でめぐる大ホールの思い出 ～1964年オープンから未来へ～

多くの人気歌手が立った大ホールステージで懐かしい曲の数々。終演後には舞台に立てる見学会も！
涙そうそう　　君は薔薇より美しい　　天城越え　　精霊流し　　キャンディーズメドレー　　美空ひばりメドレー　　他
■ 6月11日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場　大ホール（全席指定･3才から入場可）
■ 友の会会員　無料　　一　般　1,500円

高槻とともに58年。そして未来へ、～市民会館クロージング記念～

未就学児も
入場できます

高槻芸術時間『インタールード』　梅田哲也 アーティストトーク
■ 6月21日（火）　19：30　　■ 高槻現代劇場　大ホール舞台（全席自由）　　
■ 無料（要事前申込）　　■ 定員40名（先着順）
● 申込方法　 高槻現代劇場ホームぺージの該当公演ページ内「インターネット申込み」または電話、窓口で。

高槻城公園芸術文化劇場 開館記念プレイベント　高槻芸術時間『インタールード』
7月いっぱいで市民会館が閉館し、来年3月に高槻城公園芸術文化劇場の歴史の幕が上がります。その合間の9月の8日間、思い出と驚き
が出会うアートの時間が現れます。
国内外で高い評価を得るアーティスト梅田哲也は、たくさんの時間と思い出が詰まった市民会館をリサーチし、建物そのものを現代アートの
作品に変身させます。観客は閉館後の館内のさまざまな場所を探検するように巡ります。
二人組のアートコレクティブorangcosong（オランコソン）が高槻に滞在して創作する『演劇クエスト』は、「冒険の書」（ガイドブック）を手掛かり
に観客それぞれが高槻の街を散策するとちょっと不思議な作品。
文化施設の建替えという貴重な「幕間（まくあい）」に出会う、新しい体験をお楽しみに !
 ※「インタールード（interlude）」とは、劇の「幕間」に上演される短い喜劇や音楽の「間奏」の意味です。

■ 9月17日（土）～9月25日（日）　時間未定（9月20日（火）は休館）　　■ 高槻現代劇場　市民会館及び高槻市内
■ 参加無料（要事前申込）　　※申込みの詳細は8月10日発行の情報誌No.177をご覧ください。

梅田哲也（うめだ てつや）
建物の構造や周囲の環境から着想を得たインスタレーションを制作
し、美術館や博物館における展覧会のほかに、オルタナティブな空
間や屋外において、サイトスペシフィックに作品を展開する。パフォー
マンスでは、普段行き慣れない場所へ観客を招待するツアー作品
や、劇場の機能にフォー カスした舞台作品、中心点をもたない合唱
のプロジェクトなどを国内外で発表。また先鋭的な音響のアーティスト
としても国際的に知られている。近年のプロジェクトに『Composite: 
Variations/Circle』（Kunstenfestivaldesarts 2017、ブリュッセル、
ベルギー）、「梅田哲也 イン 別府『Ｏ滞』」（別府、2020-2021年）など。
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orangcosong（オランコソン）
横浜を拠点にアジア各地で活動する藤原ちから
と住吉山実里によるアー ト・コレクティブ。名称はイ
ンドネシア語のorang（人）とkosong（空っぽ）から。
演劇やダンスなど舞台芸術の経験をベースにし
ながらも、ジャンルにこだわらず、プロジェクトごとに
様 な々他者と結びついて創作を行っている。代表
的なプロジェクトに『Good Morning ,Yokohama』

（横浜市）、『演劇クエスト・ローザンヌ現代妖精譚』
（スイス、ローザンヌ）がある。
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受付中


