
平成28年4月1日現在
H27-180 箏協奏-Koto-Concerto- 平成27年 市民総合センター ＜出演＞ 345

4月26日（日） センターホール 指揮：清原浩斗　尺八独奏：田辺頌山

15:00 箏・十七絃独奏：高畠一郎　独唱：清原邦仁

箏独奏：横山佳世子　他

H27-181 上方落語五流派競演会 平成27年 市民総合センター ＜番組＞ 382

Vol.9 6月7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 「阿弥陀池」桂かい枝（五代目文枝一門）

「幽霊の辻」林家染二（染丸一門）

「火焔太鼓」桂南光（米朝一門）

「七段目」桂春蝶（春団治一門）

「たいこ腹」柳家喬太郎（江戸落語ゲスト）

「善悪双葉の松」笑福亭鶴光（笑福亭一門）

お囃子：なにわの会

H27-182 劇音楽オルケスタ・リブレ 平成27年 市民総合センター 原作：ベルトルト・ブレヒト 219

plays　三文オペラ 6月27日（土） センターホール 作曲：クルト・ワイル

17:00 演奏：オルケスタ・リブレ

歌:：柳原陽一郎

講談：神田京子

芝居：松角洋平

構成：高瀬久男（文学座）

H27-183 コンサートドラマ 平成27年 市民総合センター 脚本・出演：中西和久（京楽座） 268

「ピアノのはなし」 7月11日（土） センターホール ピアノ演奏：佐々木洋子

15:00

H27-184 茨木フェスティバル寄席Vol.4 平成27年 福祉文化会館 ＜番組＞ 322

浪曲夏の陣 7月25日（土） 文化ホール 「樽屋おせん」春野恵子

15:00 「サイコロ夫婦旅」京山小圓嬢

「壺阪霊験記」菊地まどか

「竹の水仙」京山幸枝若

H27-185 「ありがとう！市民会館」 平成27年 市民会館 ＜出演＞ 710

大ホールシリーズ1 9月27日（日） 大ホール 舞太鼓あすか組

舞太鼓あすか組 15:00 るんびに太鼓（ウェルカム演奏）

H27-186 「ありがとう！市民会館」 平成27年 市民会館 ＜出演＞ 600 共同主催：

大ホールシリーズ2 10月4日（日） 大ホール 指揮：寺岡清高 茨木市合唱連盟
オラトリオ「森の歌」 15:00 テノール：井場謙一

バス：岸本力

合唱：茨木市合唱連盟40周年記念合唱団

管弦楽：大阪交響楽団

H27-187 びわ湖ホール声楽アンサン 平成27年 市民総合センター 原作：浜田廣介

ブル　子ども向けオペラ 10月10日（土） センターホール 作曲：松井和彦

「泣いた赤鬼」 ①11:00 指揮：大川修司 209

②15:00 演出：岩田達宗 227

ピアノ：掛川歩美　松田千夏

打楽器：西岡まり子

出演：びわ湖ホール声楽アンサンブル

H27-188 火曜日の音楽サロンVol.30 平成27年 市民総合センター ＜出演＞ 379

幸田浩子ソプラノ・リサイタル 10月20日（火） センターホール ソプラノ：幸田浩子

14:00 ピアノ：加藤昌則

H27-189 人形劇俳優たいらじょうの 平成27年 市民総合センター 原作：寺山修司 181

世界「毛皮のマリー」 10月24日（土） センターホール 演出・美術・人形操演：たいらじょう

15:00

H27-190 火曜日の音楽サロンVol.31 平成27年 市民総合センター ＜出演＞ 157

岩谷祐之＆関西フィル弦楽 11月10日（火） センターホール ヴァイオリン：岩谷祐之

アンサンブル 14:00 関西フィル弦楽アンサンブル

H27-191 「ありがとう！市民会館」 平成27年 市民会館 ＜出演＞ 635

大ホールシリーズ3 11月29日（日） 大ホール 吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra

Osaka Shion Wind Orchestra 14:00 指揮：守山俊吾

スーパーライブ！ Part2 特別出演：茨木市立中学校吹奏楽部選抜

司会：和沙哲郎

H27-192 火曜日の音楽サロンVol.32 平成27年 市民総合センター ＜出演＞ 171

若林顕ピアノ・リサイタル 12月15日（火） センターホール ピアノ：若林顕

14:00

H27-193 「ありがとう！市民会館」 平成27年 市民会館 ＜出演＞ 734 受託事業
大ホールシリーズ4 12月26日（土） 大ホール 第1部：髙橋成典　音芸協フルートアンサンブル 共同主催：
第18回音芸協コンサート 14:00 音芸協女声アンサンブル≪ローゼンバウム≫ 茨木市
いばらきの仲間たちが贈る 第2部：嘉門達夫　中田美喜雄 茨木市音楽芸術協会
ありがとう！大ホール～ 茨木市立養精中学校吹奏楽部＆茨木市少年少

ファイナルコンサート 女合唱団

第3部：髙谷光信　エウフォニカ管弦楽団

坂口裕子　西村薫　清原邦仁　木村孝夫

清原浩斗　茨木市合唱連盟第9合唱団

司会：山崎一　舞台美術：岡村満

H27-194 「ありがとう！市民会館」 平成27年 市民会館 ＜出演＞ 共同主催：
シリーズファイナル 12月27日（日） 大階段・人工台地 舞太鼓あすか組（特別出演） 夢のあとかたづけ実行員会

夢のあとかたづけ 13:00 Live on STEPS Archives：

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）    



瀬戸山智之助　星の雫　茨木高校

YUI＆J　YURAI　アズー ララ クワイア

鼓動初めALLSTARS：

るんびに太鼓　びんか　和太鼓Do-Da

DAN★GAN

にぎわい屋台村

H27-195 2016ニューイヤーコンサート 平成28年 市民総合センター ＜出演＞ 370

浅井咲乃＆テレマン室内 1月24日（日） センターホール 指揮・解説：延原武春

オーケストラ 15:00 ヴァイオリンソロ：浅井咲乃

ヴィヴァルディ「四季」全曲 テノール：鹿岡晃紀

演奏：テレマン室内オーケストラ

H27-196 いばらき能「葵上」 平成28年 市民総合センター ＜番組＞狂言・能の解説／仕舞「玉之段」／ 215

3月13日(日) センターホール お囃子解説／狂言「棒縛」／能「葵上 梓之出」

14:00

H27 子どものための狂言体験 平成27年 市民総合センター ＜講師＞
学習・ 講座～小舞「三人夫」、狂言 ①5月17日（日） 多目的ホール 茂山千三郎　鈴木実 21

体験事業 「口真似」に挑戦！～ 14:00～15:30
②5月31日（日） 20

18:00～19:30

③6月13日（土） 18

14:00～15:30
④6月20日（土） 20

14:00～15:30

H27 コンサートドラマ「ピアノのは 平成27年 ＜講師＞

学習・ なし」関連事業／中西和久 ①6月2日（火） 市民総合センター 中西和久 20

体験事業 朗読体験講座 14:00～16:00 304号室

②6月6日（土） 市民総合センター 19

14:00～16:00 多目的ホール

H27 パントマイム体験ワーク 平成27年 市民総合センター ＜ワークショップナビゲーター＞ 13

学習・ ショップ3「みんなでマイム～ 8月1日（土） 多目的ホール 上海太郎　室町瞳

体験事業 上海太郎と遊ぼ！」 14:00～16:00

H27 いばらきオペラ亭 平成27年 市民総合センター ＜出演＞ 332 共同主催：
学習・ Vol.22「カルメン」 8月3日（月） センターホール カルメン：山田愛子 茨木市音楽芸術協会

体験事業 14:00 ドン・ホセ：水口健次

エスカミーリョ：松澤政也

ミカエラ：奈良絵里加

フラスキータ：川田理紗

メルセデス：小林あすき

ダンカイロ：木村孝夫

レメンダード/ナビゲーター：清原邦仁

ピアノ：伊原敏行

Vol.23「カプレーティ家と 平成28年 ＜出演＞ 245

モンテッキ家」 1月30日（土） ジュリエッタ：森井美貴

14:00 ロメオ：伊藤絵美

テバルド：諏訪部匡司

カペッリオ：西村明浩

ロレンツォ/ナビゲーター：木村孝夫

ピアノ：掛川歩美

Vol.24「ランメルモールの 平成28年 ＜出演＞ 171

ルチア」 3月11日（金） ルチア：高嶋優羽

14:00 エドガルド：松原友

エンリーコ：：鳥山浩詩

ライモンド：片桐直樹

ナビゲーター：清原邦仁

ピアノ：越知晴子

H27 横山佳世子の邦楽サロン 平成27年 市民総合センター ＜出演＞

学習・ Vol.5「箏で奏でる白居易の 10月8日（木） 304号室 演奏とお話：横山佳世子 28

体験事業 世界」 14:00 ゲスト：森川浩恵(箏)

Vol.6「世阿弥の名作を聴く」 平成27年 ゲスト：鷲尾世志子（観世流シテ方） 27

12月7日（月）

14:00

Vol.7「まずは聴いておきたい 平成28年 ゲスト：杵屋浩基（三絃） 26

現代邦楽～箏・三味線編～」 2月16日（火）

14:00

番外編「小学生のための 平成28年 市民総合センター ＜講師＞ 10

「箏」体験～おことで『さくらさ 3月5日（土） センターホール 横山佳世子　竹村雅萌

くら』を弾いてみよう！」 14:00

H27 「いばらき能」連携事業 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】「謡と舞って面白い！」 12

平成28年 講師：林本大（観世流能楽師）

2月7日（日）

14:00～15:30

【第2回】 【第2回】 【第2回】「能に出てくる楽器をやってみよう！」 13



平成28年 講師：古田知英(能楽師幸流小鼓方)
2月11日（木祝） 　　　　森山泰幸(能楽師観世流大鼓方)

14:00～15:30

【第3回】 【第3回】 【第3回】「能面と装束を見てみよう！」 11

平成28年 講師：林本大（観世流能楽師）

2月27日（土） 　

14:00～15:30

入門編 平成28年 　「3・13いばらき能をより楽しむために…」 24

2月13日（土） 講師：山本章弘（観世流能楽師）

14:00～16:00 　

H27 茨木市文化振興財団ダンス 平成28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21日（月休） 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 25

10:30～12:30

【一般コース】 砂連尾理 10

14:00～16:00


