
平成27年4月1日現在

H26-167 上方落語五流派競演会 平成26年 市民総合センター ＜番組＞ 348

Vol.8 6月1日（日） センターホール 解説「上方落語界の現状」相羽秋夫

14:00 「看板のピン」林家染弥（林家一門）

「禁酒関所」桂きん枝（文枝一門）

「猫の忠信」月亭八方（米朝一門）

「天災」笑福亭銀瓶（笑福亭一門）

「夏泥」柳家三三（江戸落語ゲスト）

「南京屋政談」桂福団治（春団治一門）

お囃子：なにわの会

H26-168 人形劇俳優たいらじょうの 平成26年 市民総合センター 作・演出・美術・出演：たいらじょう 283

世界―ダンボール人形劇場 6月8日（日） センターホール

「お花のハナックの物語」 15:00

H26-169 坂田明「平家物語」 平成26年 市民総合センター ＜出演＞ 213

6月28日（土） センターホール 坂田明（朗詠、アルトサックス、クラリネット、バスクラ

18:00 　リネット、鳴り物）

田中悠美子（義太夫（太棹）三味線、浄瑠璃、朗読）

石井千鶴（小鼓、締太鼓、ヴォカリーズ）

H26-170 わらび座ミュージカル 平成26年 市民会館 原作：手塚治虫 314

「ブッダ」 7月13日（日） 大ホール 脚本：齋藤雅文

14:00 演出：栗山民也

作曲：甲斐正人

企画・制作・出演：劇団わらび座

H26-171 茨木フェスティバル寄席Vol.3 平成26年 福祉文化会館 ＜番組＞ 312

「桂雀々の落語三昧」 7月26日（土） 文化ホール 「がまの油」「夢八」桂雀々

15:00 「牛ほめ」桂優々

H26-172 日本舞踊公演　弧の会 平成26年 市民総合センター ＜出演＞ 179

「コノカイズム」 9月21日（日） センターホール 泉徳保　市山松扇　猿若清三郎　西川扇衛仁

15:00 西川大樹　花柳榮輔　花柳寿美藏　藤間勘護

藤間章吾　藤間仁凰　若柳吉優　若柳里次朗

＜演目＞

「はじめ式」「酒餅合戦」「御柱祭」

H26-173 池上英樹リサイタル3 平成26年 市民総合センター ＜出演＞ 161

「Mosaic」 10月4日（土） センターホール 池上英樹（マリンバ、打楽器、パフォーマンス）

15:00

H26-174 火曜日の音楽サロンVol.27 平成26年 市民総合センター ＜出演＞ 295

びわ湖ホール四大テノール 10月14日（火） センターホール テノール：清水徹太郎、竹内直紀、二塚直紀、

リサイタル 14:00 　山本康寛　ピアノ：伊原敏行

H26-175 ふるさと茨木、再発見！ 平成26年 真宗大谷派茨木 ＜演目＞解説／狂言「蝸牛（かぎゅう）」／新作 共同主催：追手門学院大

新作狂言「茨木童子2014」 10月19日（日） 別院本堂 狂言「茨木童子2014」（作・演出　茂山千三郎） 学地域文化創造機構

①12:30 ＜出演＞茂山七五三／茂山千三郎／茂山童司 112

②15:30 ／丸石やすし／松本薫／井口竜也／鈴木実／ 114

茨木の子どもたち(公募)

H26-176 火曜日の音楽サロンVol.28 平成26年 市民総合センター ＜出演＞ 144

古部賢一＆鈴木大介 11月18日（火） センターホール オーボエ：古部賢一

デュオ・リサイタル 14:00 ギター：鈴木大介

H26-177 第17回音芸協コンサート 平成26年 市民総合センター ＜出演＞ 315

箏―横山佳世子　平成24年 11月30日（日） センターホール 十三絃箏、十七絃箏、二十五絃箏：横山佳世子

度文化庁芸術祭優秀賞受賞 14:00 尺八：三橋貴風（特別出演）

記念 低音二十五絃箏：花岡操聖

合唱：茨木市音楽芸術協会女声アンサンブル

《ローゼンバウム》

H26-178 火曜日の音楽サロンVol.29 平成26年 市民総合センター ＜出演＞ 369

仲道郁代ピアノ・リサイタル 12月16日（火） センターホール ピアノ：仲道郁代

14:00

H26-179 いばらき能「土蜘蛛」 平成27年 市民総合センター ＜番組＞演目解説／仕舞「桜川」／ 286

3月15日(日) センターホール お囃子解説／狂言「鐘の音」／能「土蜘蛛」

14:00

H26 いばらきオペラ亭 平成26年 市民会館 ＜出演＞ 95

学習・ Vol.18「リータ」 6月11日（水） ドリームホール ナビゲーター：木村孝夫

体験事業 14:00 リータ：望田静香

ベッペ：谷浩一郎

ガスパロ：嶋本晃

ピアノ：伊原敏行

Vol.19「仮面舞踏会」 平成26年 ＜出演＞ 154

10月29日（水） サムエル／ナビゲーター：木村孝夫

14:00 リッカルド：清原邦仁

アメーリア：北野智子

レナート：西村圭市

オスカル：渋谷茉南

トム：下林一也

ピアノ：中谷友香

Vol.20特別公演 平成27年 市民総合センター ＜出演＞ 379

「トゥーランドット」 1月25日（日） センターホール トゥーランドット：並河寿美

14:00 カラフ：松本薫平

公益財団法人茨木市文化振興財団主催公演実施状況（自主事業・受託事業・共同事業）    



リュー：中嶋康子

ティムール：西田昭広

ピン：木村孝夫

パン／ナビゲーター：清原邦仁

ポン：竹内直紀

ピアノ：關口康祐

合唱：いばらきオペラ亭アンサンブル

Vol.21「夕鶴」 平成27年 市民会館 ＜出演＞ 151

3月5日（水） ドリームホール つう：納谷知佐

14:00 与ひょう：田中良和

運ず：福嶋勲

惣ど／ナビゲーター：木村孝夫

ピアノ：阪本朋子

キーボード：石原光世

H26 横山佳世子の邦楽サロン 市民総合センター ＜出演＞

学習・ 304号室 演奏とお話：横山佳世子

体験事業 ゲスト：

Vol.1「現代邦楽の父・宮城 平成26年 【Vol.1】 27

道雄」 6月25日（水） 澤村祐司（箏）

14:00

Vol.2「地歌・箏曲～生田流と 平成26年 【Vol.2】 35

山田流の聴き比べ」 9月3日（水） 武藤祥圃（歌・箏・三絃）

14:00 細野美樹（フルート）

Vol.3「尺八の多彩な魅力」 平成26年 【Vol.3】 28

12月10日（水） 藤田天山（尺八）

14:00

Vol.4「沢井忠夫作品展」 平成27年 【Vol.4】 33

3月25日（水） 岡田潤子（箏・十七絃）

14:00

H26 パントマイム体験ワーク 平成26年 市民総合センター ＜ワークショップナビゲーター＞ 15

学習・ ショップ２「上海太郎の 8月31日（日） 多目的ホール 上海太郎、室町瞳

体験事業 マイムで遊ぼ！～夏休み 14:00～16:00

最終大作戦～」

H26 新作狂言「茨木童子2014」 平成26年 市民総合センター ＜講師＞

学習・ 関連事業／子どものための
①9月14日（日）

多目的ホール 茂山千三郎、鈴木実 25

体験事業 狂言体験講座 16:00～18:00

②9月28日（日）
25

16:00～18:00

③10月5日（日）
26

18:00～20:00

④10月13日（月祝）
－ ※台風19号により中止

18:00～20:00

「お練り」
⑤10月18日（土）

茨木市市民会館 110

13:00～15:00 ～茨木別院～

茨木市市民会館

H26 池上英樹リサイタル３関連事 平成26年 市民総合センター ＜講師＞ 23

学習・ 業／池上英樹ワークショップ 10月5日（日） 多目的ホール 池上英樹

体験事業 音楽するカ・ラ・ダ♪ 14:00～15:30

H26 第179回公演関連事業／ 市民総合センター

学習・ 「能ＮＯＨ体感講座」 多目的ホール

体験事業 体験編

【第1回】 【第1回】 【第1回】「謡・舞の解説と体験」 25

平成27年 講師：山本章弘（観世流能楽師）

1月31日（土）

14:00～15:30

【第2回】 【第2回】 【第2回】「楽器の解説と体験」 21

平成27年 講師：中田弘美(能楽師金春流太鼓方)

2月11日（水祝） 　　　　古田知英(能楽師幸流小鼓方)

14:00～15:30

【第3回】 【第3回】 【第3回】「能面・装束の解説と体験」 20

平成27年 講師：山本章弘（観世流能楽師）

2月28日（土） 　

14:00～15:30

入門編 平成27年 　「3・15いばらき能をより楽しむために…」 50

3月8日（日） 講師：山本章弘（観世流能楽師）

14:00～15:30 　

H26 茨木市文化振興財団ダンス 平成27年 市民総合センター

学習・ プロジェクト／コミュニティダ 3月22日（日） 多目的ホール ＜ワークショップナビゲーター＞

体験事業 ンス体験ワークショップ 【家族コース】 伴戸千雅子 28

13:00～15:00

【一般コース】 砂連尾理 12

15:30～17:30


