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チケット専用

施設利用
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チケットのお求めは

4
月

2022年4月～2023年3月2022年度の催し

5
月

6
月

7
月

3・4日 第24回 高槻ジャズストリート

5日 第27回 レセプション亭落語会

11日

4日 大阪フィルハーモニー交響楽団演奏会

指揮者に聞こう！
運命と田園 ベートーヴェンの革新性

14日

高槻現代劇場

高槻現代劇場 チケット専用電話

072-671-9999
10:00～17:00
※月曜休館 祝日をのぞく

27日～ 歌声くらぶ in高槻〔毎月第4水曜日・9月は開催しません〕
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WEB ※高槻文化友の会へ入会（有料）または
ネット会員（無料）に登録してください。高槻現代劇場 検索

時代とともに生きる「文化の受信･発信基地」として
都市は劇場 人生はドラマ

イラスト：太田美波　デザイン：山口良太（slowcamp）
阪急高槻市駅から徒歩5分／JR高槻駅から徒歩12分
※駐車場に限りがありますので、車での来館はお控えください

高槻現代劇場は、市民文化の拠点として
コンサート、演劇、古典芸能など多彩な催物を開催しています。
また大・中ホールや各種集会室は講演会や会議、発表会、
サークル活動にも広く利用され親しまれています。

※日程・内容等は変更になる場合がございます

グリーン指定＝高槻文化友の会会員で次の方〔20才以下、65才以上、障がいのある方〕1,000円引き 小中学生特別料金 (1,000円 )を含む各種割引

29日

29日～

第29回 茂山一族デラックス狂言会

高槻市吟剣詩舞道連盟詩吟大会〔～7月･全3回〕

20日 茂山一族デラックス狂言会プレイベント

友の会特別企画②

友の会特別企画①

19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

市民会館クロージングイベントⅠ
歌でめぐる大ホールの思い出 
～1964年オープンから未来へ

15日～ Takatsuki Art Challenge（障がい者アート展）

26日 Takatsuki Earnest Dancers Vol.13（高校生ダンス）

18日 人形劇団クラルテ公演「ペンギンたんけんたい」

24日 高槻市コンサート協会
混声合唱組曲「摂津峡讃歌」演奏会

31日
市民会館クロージングイベントⅡ
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

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

3
月

11日

9・10日 第23回 大阪国際音楽コンクール

令和4年度 高槻市文化祭

8日 第25回 高槻明月能「邯鄲（かんたん）」 

11日 平和堂財団 鳩の音楽会2022

19日 高槻室内管弦楽団 第17回定期演奏会

10日 第28回 レセプション亭落語会

18日 第5回 桐山清澄杯将棋大会

18日～ 謡と鼓の短期体験教室 後期

第4回 高槻こども王将戦

高槻城公園芸術文化劇場
特別見学会（予定）

4日 筑前琵琶 山崎旭萃一門会

片山九郎右衛門さんの「能はゆかしい おもしろい」 12日

こども広場 ごにんばやしになってみよう！〔能楽〕

20日 こども広場 和だいこをたたいてみよう！〔和太鼓〕

23日～ 謡と鼓の短期体験教室 前期

第61回 高槻市美術展覧会
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チケット割引
1公演につき2枚までDOWN

年会費

チケット配送料が無料
通常520円のチケット配送料が無料！

協賛店随時受付中！

窓口 電話 WEB

高槻文化友の会 入会のご案内

円1,500
入会月から1年間有効（受付随時）

グリーン会員
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）

特典

入会
方法

情報誌「高槻現代劇場」をお手元に
（隔月発行）

協賛店にて各種サービス（要会員証提示）
■ 協賛店一覧（2月10日現在）■ 宴ところ つきの井／キリンシティ高
槻／純韓国料理 チャンチ高槻店／居酒屋 感chan／欧州料理の店 
ジーラソーレ／喫茶 白樺／四季馳走 あか馬／愛仁会総合健康セン
ター／ Bee House ビーハウス／ MUSIC  SQUARE 1624 TENJIN／
歌メシカフェ チェンノ ガット／ KAFFEEHAUS Jauseヤウゼ／ローカ
ボキッチン然-ZEN-高槻本店 ※サービス等については、劇場HPでご
確認いただくか、お問い合わせください。

直接、高槻現代劇場
会館事務所へ

郵便局から
年会費を払込み

詳しくは高槻現代劇場へお問い合わせください

クレジットカード

072-671-9999高槻現代劇場
チケット専用電話

（10:00～17:00）

入会金不要

チケット先行発売
友の会割引と合せて10枚まで

チケット発売情報・入場方法詳細は、情報誌高槻現代劇場
No.175（4月10日発行号）、ホームぺージ、高槻市広報たかつき
DAYS 5月号をご覧ください。

歌でめぐる大ホールの思い出
～1964年オープンから未来へ

土 大ホール6.11

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

日 大ホール7.31

皆様のリクエストでつくるコンサートです！

友の会
特別企画

入場無料
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デラックス狂言会プレイベント
～お祭りと茂山千五郎家

水 レセプションルーム4.20

レセプション亭落語会

日 大ホール6.19

レセプションルーム6.5 日 土12.10

人形劇団クラルテ
「ペンギンたんけんたい」

火 大ホール7.26

そよかぜコンサート2022

7.15    -18 安満遺跡公園歴史拠点
体験館多目的スペース金 月・祝

茂山 茂 茂山逸平

日 中ホール5.29

第29回茂山一族デラックス狂言会
～狂言でお祭り気分！

茂山千五郎 千朝さんと楽しむ上方落語

かつてキリシタン大名高山右近が城主を務めた高槻城二の丸跡、
緑豊かな高槻城公園の中に高槻市の新たなシンボルが誕生します。
1,500席規模のトリシマホール、200席の太陽ファルマテックホール、
大・中・小のスタジオ、練習室などを擁する芸術文化活動の新たな拠点です。

太陽ファルマテックホール
（小ホール）

トリシマホール
（大ホール）

大スタジオ

高槻城公園芸術文化劇場が
2023年春にオープン！

1964年の開館以来1964年の開館以来
さまざまな催しや活動でさまざまな催しや活動で
賑わった市民会館。賑わった市民会館。

たくさんの思い出を残してたくさんの思い出を残して
2022年7月に閉館します。2022年7月に閉館します。

土 大ホール6.4

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
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ベートーヴェン
「運命」「田園」

 指揮 /石川征太郎

Takatsuki Art Challenge Takatsuki Earnest Dancers Vol.13 

ごにんばやしに
なってみよう！

わだいこを
たたいてみよう！

木・祝8.11 レセプション
ルーム

こども広場

土8.20 レセプション
ルーム

第25回高槻明月能「邯鄲（かんたん）」

火 中ホール11.8

片山九郎右衛門 野村萬斎

第5回 桐山清澄杯将棋大会

日 レセプションルーム 他12.18

桐山清澄九段

高校生ダンス発表会
障がい者アート展高校吹奏楽部によるブラスの祭典

謡と鼓の短期体験教室 

火8.23 水31 展示室
前期

水1.18 水25
後期

*Photo: Jotaro Sakashita

中ホール7.18 月・祝
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市民会館クロージングイベント


