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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）

中ホール
月　日 曜 行　　　事　　　名 開演時間 料　　金 連　絡　先

8月16日 火 高槻演戯2022マジック＆ジャグリングショー 18：00 事前予約2,000円（当日2,500円）
高校生以下　無料

高槻パフォーマンスサークルhook
 090-1917-0371

8月27日 土 第18回なかよしコンサート 11：00 無料 松元 佐和子
 090-6552-5944

8月28日 日 第8回高槻チャリティー舞翔の会 10：00 無料 御上 結帆
 090-1443-0522

9月4日 日 Yuria Ballet Art 第18回発表会 15：00 無料 Y.B.A事務局
 090-1672-8827

9月10日 土 コレギウム･ヨハネス 第20回演奏会 13：30 無料 松森
 080-5301-5082

9月19日 月・祝 ホリディ・オーケストラ 第4回定期演奏会 14：00 無料
先着600名様

村田
 090-8655-6452

9月25日 日 第65回国鉄のうたごえ祭典inおおさか 13：30 一般　2,000円 木村 伸二
 090-3948-4061

10月2日 日 プリマステラ2ndコンサート 17：00 1,000円 プリマステラ
 050-7120-2521

10月8日 土 高槻市文化祭 錦秋素おどりの会 11：00 無料 双鶴
 090-2385-0182

10月9日 日 高槻市文化祭 バレエフェスティバル2022 17：00 1,500円 渥美
 072-694-5104

10月10日 月・祝 第23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 12：00 無料（要入場券） 高槻現代劇場

 072-671-9999
◆ 10月15日（土）までの情報を掲載しています。 ＜7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1964年東京オリンピックと同時期の開館を思い起こさせるように、この日のコンサートは、古関裕而作曲の東京
オリンピック･マーチから始まりました。市民会館で熱唱した人気歌手たちのヒットソングが続き、楽しい演出と
ともに美空ひばりからキャンディーズまで懐かしい曲の数々。アンコールは西城秀樹の「YMCA」、客席の皆様も一
緒に振りを楽しみ、終演後のステージ体験で幕を閉じました。

〔アンケート感想から〕
 大変素晴らしいフィナーレになりました。Thank You！ 

  私が高校生の時に開館し、以後、高槻市の行事や歌謡コンサート等、多
年にわたり人生の思い出の中に現代劇場がありました。来年からも少しでも
高槻城公園芸術文化劇場で拝見できる様、元気でありたいと思っておりま
す。今までお世話になり、有難う御座いました。そしてご苦労様でした‼ 

  さだまさしさん「精霊流し」のバイオリンすてきでした。亡くなった主人のこ
とを思い、胸がジーンとなりました。ありがとうございました。

  懐かしい曲にのり、当時何をしてたか何を考えてたか、思い出がよみがえりました。
  ここの劇場で、いろんな催しをたのしませていただき元気をもらい、感謝
で一杯です。少 さ々みしい思いもありますが、新しい劇場での催しにたく
さんの期待をして待つことと致します。待ってまぁーす。（大阪市）

  高槻現代劇場には本当に長い間お世話になりました。来年3月から高槻城
公園芸術文化劇場として再スタートされるとの事、益々の発展と活躍を期待
しております。（島本町）
  懐かしい名曲の数々が昨日の出来事の思い出の様にその光景が頭に浮び
とても楽しいひと時でした。この慣れ親しんだコンサートの殿堂高槻現代劇
場大ホールが閉館となる事がとても寂しい限りです。青春の思い出がいつまでもこのホールに有る事が生
きがいの人生。新しいホールに継承して欲しいですね。（京都市）

会館事務所移転のお知らせ
会館事務所は8月2日（火）から来年3月下旬まで、
文化ホール2Fで営業しております。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
おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
　※ 市民会館閉館に伴い駐車スペースが大幅に減少しているため、
車での来館はお控えください。

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」

閉館した市民会館と､ 来年3月に幕が上がる高槻城公
園芸術文化劇場｡ 文化施設の建て替えという50年に一
度の｢幕間（まくあい）｣に開催される､ 8日間だけの特
別な展覧会です｡
※インタールード=劇の｢幕間｣に上演される短い喜劇や音楽
の間奏のこと｡

①市民会館の探検
梅田哲也 『9月0才』
世界各地で活躍する現代アーティスト梅田哲也が、閉館した高
槻現代劇場 市民会館（1964年開館）の館内を使い、この時だけ
の特別なツアー形式の展覧会を発表します。来場者は、不思議
な現代アート作品に変貌した大ホール、元結婚式場、会議室、
ロビーなどの様々な空間をガイドの誘導のもとで巡ります。
■ 9月17日（土）～9月25日（日）（9月20日（火）を除く）
　 各日13：00～18：40
　 各回開始時間（10分前までに受付をお済ませください）
　　13：00　13：20　13：40　14：00　14：20　14：40
　　15：00　15：40　16：00　16：20　16：40
　　17：00　17：40　18：00　18：20　18：40
■ 高槻現代劇場 市民会館  
■ 参加無料（要事前申込･8月9日（火）から受付） 
■ 申込方法 高槻現代劇場ホームページの公演
 　ページ内｢WEB申込はこちら｣から､ または
　 電話､ 窓口で｡
■ ご参加にあたっての注意事項
　　※WEB､ 電話でのご予約は前日まで｡  
　　※当日の参加申込は､ 空きがある回に限り､ 昼12時より現地にて受付｡
　　※鑑賞時間の目安は約1時間｡
　　※小学生以下の参加は要保護者同伴｡
　　※ 車椅子でのご来場や､ ハンディキャップをお持ちの方は申込みの際に

お知らせください｡

②高槻の街中へ
orangcosong 『演劇クエスト 高槻編』
「冒険の書」に書かれた選択肢を手がかりに、観客ひとりひと
りが町の中を歩いて物語を進めていく、自由度の高い遊歩型
ツアープロジェクト。世界各地で創作されてきたユニークな
作品の高槻バージョンです。まずは高槻現代劇場 市民会館
で配布される「冒険の書」を手に入れてプレイしよう。高槻の
町をさまよう不思議な時間が始まります。幸運を祈る！
★「冒険の書」配布期間･場所
■ 9月17日（土）～9月25日（日）（9月20日（火）を除く）
　 各日12：00～19：00
■ 高槻現代劇場 市民会館
■ 参加無料（申込不要） 
■ ご参加にあたっての注意事項
　 ※当日は歩きやすい服装で｡
　 ※ 昼間のみ冒険可｡ 日没以降に「冒険の書」を手に入れた場合

は翌日以降のプレイをお願いします｡
　 ※プレイ時間の目安は、第一章（チュートリアル）は約30分｡
　　 以降の章については「冒険の書」に記載｡
 　※ アーティストや他の冒険者たちと直接対話する感想シェア会も

予定しています｡ 詳細はインタールードSNSや#engekiquest
をチェック｡

市民会館は7月31日に閉館しました。長きにわたりご利用いただきありがとうございました。
文化ホール（中ホール・展示室・レセプションルーム・和室・応接室）は開館しています。

PhotoPhoto ::Yuko AmanoYuko Amano

PhotoPhoto ::加藤 甫加藤 甫

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
（場所や空間全体を作品として体験させる芸術）を制作｡
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｡

orangcosong（オランコソン）
横浜を拠点に世界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（※）｡ 演劇クエストは､
これまで東京､ マカオ､ ローザンヌなど12都市23ヵ所で
展開｡
※ プロジェクトごとにさまざまなメンバーとともに創作を行い､
新たな表現方法などを模索すること｡

市民会館大ホールの思い出を心に刻むクロージングイベント第1弾
「歌でめぐる大ホールの思い出～1964年オープンから未来へ～」は6月11日、盛況のうちに終了しました。

四季馳走　あか馬
和･洋･中と一つ一つ心を込めて日々
新しいメニューを作っております。
日々感動する喜んで帰って頂ける
お店。
是非、お待ちしております。

〔定 休 日〕月曜日と第3火曜日
〔営業時間〕17：00-23：00（ラストオーダー22：00）
高槻市城北町1-2-4 
☎ 072-671-5056
高槻文化友の会
会員証のご提示で

飲食代金1割引（お一人
3,000円以上のご飲食）

KAFFEEHAUS Jause
スペシャルティ・コーヒーと
手作りお菓子のカフェ。
ランチ営業も有り。

〔定 休 日〕日曜日（土･祝 不定休）
〔営業時間〕 平日 9:00-17：30

(ラストオーダー17:00）
土･祝日 9:30-17：00
（ラストオーダー16:30）

高槻市大手町3-46　高槻商工会議所1F
☎ 072-672-5655

高槻文化友の会
会員証のご提示で

ドリンク（単品のみ）
代金5％割引

（会員本人含め2名様まで）

喫茶　白樺
創業45年のレトロな喫茶店
コーヒーを中心に、
軽食･スイーツ類などご用意
してます。

〔定 休 日〕木曜日
〔営業時間〕8：00-19：30（ラストオーダー19：00）
高槻市城北町1-2-9 
☎ 072-675-3783
高槻文化友の会
会員証のご提示で

食事代金１割引
（飲み物のみは除く）

欧州料理の店　ジーラソーレ
厳選された旬の食材、長年に
渡り培われた料理の技を一皿
ごとに込めてご提供します。
本格的なフレンチをカジュアル
なスタイルでご堪能ください。

〔定 休 日〕日曜日　夜･祝日は要予約
〔営業時間〕11：30-14：00
 17：30-22：00
高槻市城北町2-5-20
☎ 072-675-4083
高槻文化友の会
会員証のご提示で

ディナーコース注文の方に
グラスワインサービス

居酒屋　感chan
海鮮居酒屋と洋食屋ビアホー
ルの1店舗2形態を1週間の中
で表現しています。天然物海
鮮素材にこだわり、火･水は 
裏感chan手作り洋食料理と
赤身ステーキの美味しい店。
〔定 休 日〕月曜日
〔営業時間〕火･水 12：00-22：00
 木･金･土 15：00-24：00
 日 15：00-23：00
高槻市城北町2-14-27　トモエ城北ビル2階A号
☎ 072-676-5700

高槻文化友の会
会員証のご提示で

1ドリンク付ほろ酔いセット
1,500円→1,000円
（2名様まで）

純韓国料理　チャンチ高槻店
スンドゥブセットがオススメ！
毎朝お店で豆腐を作っています！

〔定 休 日〕年中無休
〔営業時間〕11：30-14：30（15：00close）
               17：00-21：30（22：30close）
高槻市城北町1-2-10　東洋ビル1F
☎ 072-673-1111
高槻文化友の会
会員証のご提示で 食事代金1割引











太陽ファルマテックホール
公園の緑に囲まれた200席の小ホール

トリシマホール
1,500席を擁する大ホール

演劇やダンスの公演に適した
大スタジオ

練習や創作に利用しやすい
中小スタジオ

終演後のステージ体験

※協賛店はこの他にもございます。

デザイン：いすたえこ（NNNY）　カメラマン：増田好郎　衣装：山本哲也（POTTO）　モデル：jennifer　ヘア＆メイク：Nagisa

参加無料

文化ホール
2F

高槻城公園芸術文化劇場
2023年3月 オープン！

企画：京都芸術大学アートプロデュース学科

公式WEBサイト



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

第28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10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

桂 千朝
「愛宕山」

桂 米團治
「三枚起請」

桂 まん我
「りんきの独楽」

桂 九ノ一
「御公家女房」

天の岩戸の神話の昔から日本は女性がいなければ
夜が明けない、物事が始まらないと言われている
そうですが、今回は女性の出てくる噺を並べてみ
ました。
どうぞおしまいまでおつき合いの程、お願い申し
上げます。
 桂 千朝

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］／14：00～［電話］

発売開始
高槻市
健幸ポイント
対象事業です

高槻室内管弦楽団 第17回定期演奏会　　指揮／寺坂隆夫、大澤俊之
ベートーヴェン：序曲「エグモント」　　
モーツァルト：交響曲第38番「プラハ」　　
ベートーヴェン：交響曲第4番
■ 11月19日（土）　14：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール（全席自由）　　
■ 入場無料（先着600名）

市民協働事業

第61回 高槻市美術展覧会　公募による多彩な作品を展示
■ 観覧無料　10：00～17：00　※各最終日は16：00

部　　門 会　　場

【前期】 9月15日（木）～18日（日）
洋画 高槻現代劇場　展示室

日本画、書 高槻現代劇場　レセプションルーム

【後期】 9月29日（木）～10月2日（日）
立体造形、工芸、デザイン 高槻現代劇場　展示室

写真 高槻現代劇場　レセプションルーム

令和4年度高槻市文化祭
■ 10月8日（土）～11月20日（日）　　■ 無料（一部有料）

高槻市文化祭参加作品募集のご案内

募 集 対 象 応 募 内 容 募 集 期 間
※必着 展 示 期 間 展 示 会 場

俳　　　句
コンクール

一般の部 市内在住・在学の方、市内で
俳句活動を行っている方 原則として五七五の有季定型句　

1人2句まで

8/23（火）
〜

9/ 2（金）
10/31（月）
11/ 1（火）
11/ 3（木・祝）
※11/2（水）は休み

生涯学習センター
1階展示ホール

小・中学生の部 市内在住・在学の小・中学生

こども絵画
コンクール

市内在住・在学の小・中学生
4つ切り画用紙（540mm×380mm）
色画用紙も可　1人1作品
テーマは自由　キャラクター不可

8/23（火）
〜

9/3（土）

● 応募方法はそれぞれ異なりますので応募用紙をご確認ください。
応募用紙は、高槻現代劇場、クロスパル高槻、生涯学習センター、公民館等にあります。
俳句コンクールは高槻現代劇場ホームぺージの公演ページ内「WEB申込はこちら」からも応募できます。

《生涯学習センター》
ランチタイムロビーコンサート
8月23日（火）　ヴォーカル、ピアノ
9月27日（火）　内容未定
■ 12：10～12：40　　■ 無料
■ 生涯学習センター展示ホール
　 （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

8月28日（日）　ピアノ、創作曲の発表
9月25日（日）　ピアノ、声楽

■ 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

TAKATSUKI
唄まきstatioN

8月20日（土）　出演/月陽　他9月未定

■ 14：00～17：00　　■ 無料
■ 阪急高槻市駅高架下広場
■ 問合せ　072-684-7194

平和堂財団芸術奨励賞受賞者による室内楽コンサート 鳩の音楽会2022
2021年度平和堂財団芸術奨励賞受賞者：オーボエ／宮本江里佳　　フルート／吉延佑里子　　ソプラノ／𦚰阪法子　
これまでの芸術奨励賞受賞者（ゲスト）：ピアノ／久津内 瞳、武田優美　
メンデルスゾーン：歌の翼に　　ドゥメルスマン：「ウィリアム・テル」の主題による華麗な二重奏　　
オッフェンバック：オペラ「ホフマン物語」より オランピアのアリア“森の小鳥はあこがれを歌う”　　他
■ 11月11日（金）　15：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール（全席指定・当日引換え）　　■ 無料（500名・要事前申込み）
●申込み方法　ハガキまたは平和堂財団ホームページで受付。
 【ハガキ】 ①公演日（高槻公演と明記）　②郵便番号・住所　③氏名（フリガナ）　④電話番号　⑤希望枚数（1枚または2枚）

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　　

※料金不足のハガキは受取不可。ハガキ1枚につき2名まで応募可。ハガキ複数枚での申込および複数公演への申込不可。
 【ホームページ】平和堂財団ホームページ（https：//heiwado-z.jp/）の申込フォームに必要事項を入力。
●し め き り　9月20日（火）　ハガキは消印有効

※応募多数の場合は抽選。当選者には10月5日頃に整理券郵送予定。結果は発送をもって当選発表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）

第23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
ピアノ、声楽、管弦楽器、古楽器、民俗楽器など13部門からなる国際音楽コンクールのファイナル審査第1位受賞者による演奏。
■ 10月10日（月・祝）　12：00　　■ 高槻現代劇場　中ホール（全席自由）　
■ 無料（要入場券）　※入場券は9月6日（火）10：00～高槻現代劇場事務所（文化ホール2F）で配布（1人2枚まで・200枚限定）　
◎10月9日（日）は声楽部門のファイナル審査があります。生涯学習センター 多目的ホール10：00（予定）　観覧無料　

大阪国際コンクール審査員によるチャリティーコンサート
■ 10月5日（水）　18：30　　■ 兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール（全席自由）
■ 友の会優待　1,500円（1人2枚まで）　　一　般　3,000円　
　 申込みは、電話と大阪国際音楽コンクールホームページで受付中。Tel.06-6625-5931（平日10：00～17：00）
　 公演詳細はホームページをご覧ください。https：//www.osakaimc.com/
　 　　主催=一般社団法人大阪国際音楽アカデミー　大阪国際音楽振興会　

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～
■ 8月24日（水）　9月の開催はありません。
■ 高槻現代劇場　レセプションルーム（全席自由）　※開催会場にご注意ください。　　
■ 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）

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 「WEB申込はこちら」から、または電話で受付中。

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｝

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
■ 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　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　
■ 日時：8月20日（土）　13：00～14：00　 ※10：30～の回は定員に達しました。
■ 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　先着順

　◎申込みは、高槻現代劇場ホームぺージの公演ページ内「WEB申込はこちら」から高槻現代劇場 こども広場高槻現代劇場 こども広場

 関連コンサートに高槻文化友の会会員様特別ご優待 

友 の 会 10月5日（水）10：00～［窓口･web］／14：00～［電話］
ネット会員 10月6日（木）10：00～［webのみ］
一　　般 10月7日（金）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

無料
体験！


