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茨木市文化振興財団第221回公演
火曜日の音楽サロンアンコールシリーズ

金子三勇士
ピアノ・リサイタル

全席指定／3,000円
◎65歳以上、障害者及びその介助者2,500円
◎青少年（24歳以下）1,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください

チケット：財団／財団ネット／ 55696／ 343－581
※初日はインターネット、電話受付のみ

３月10日（土）15：00開演（14：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

12/10（日）
予約開始！

■プログラム
 

金子三勇士：イントロダクション
 

バッハ：平均律クラヴィーア曲集
第２巻第15番ト長調

 
ショパン：前奏曲「雨だれ」

 
コダーイ：雨の街

 
武満徹：雨の樹 素描-Ⅱ

 
ウェイネル：変奏曲

 
バルトーク：ミクロコスモスより

ブルガリアのリズムによる6つの舞曲
 

シューマン：ピアノソナタ第2番ト短調
 

シューマン＝リスト：献呈
 

リスト：ラ・カンパネラ
 
 

※都合により曲目の一部を変更する場合があります。
予めご了承ください。
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21（
日
）

第20回記念音芸協コンサート
音芸協♪これまで、そしてこれから
14：00＠クリエイトセンター・センターホール
発売中！ → ５頁

主催事業

舞台芸術公演スケジュール
火曜日の音楽サロンVol.38
藤木大地 カウンターテナー・リサイタル
14：00＠クリエイトセンター・センターホール
発売中！ → ５頁

火曜日の音楽サロンアンコールシリーズ
金子三勇士ピアノ・リサイタル
15：00＠クリエイトセンター・センターホール
12/10（日）予約開始！ → TopNews

いばらき能「船弁慶」
14：00＠クリエイトセンター・センターホール
12/10（日）予約開始！ → ３頁ピックアップ情報

220th

221st

219th

222nd

※主催公演の発売初日はインターネット・電話受付のみです

優秀映画鑑賞推進事業
■溝口健二傑作選
12/1（金）・12/2（土）各10：30/14：00/19：00
12/3（日）10：30/14：00@クリエイトセンター・センターホール
発売中！ → ４頁

■ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史（5回連続講座）
⑤12/４（月）14：00～15：30＠クリエイトセンター・センターホール
発売中！ → ４頁
■新内の楽しみ
①１２/６（水）14：00＠クリエイトセンター・304号室
完売御礼！
②３/１８（日）14：00＠クリエイトセンター・304号室
１/31（水）予約開始！ → ７頁
■能NOH体感講座
①２/４（日) ②２/１０（土）③３/３（土）各14：00～16：00
＠クリエイトセンター・多目的ホール　
12/10（日）電話受付開始！ → ３頁ピックアップ情報
■横山佳世子の邦楽サロンVol.1３
２/21（水）14：00＠クリエイトセンター・304号室
１/１１（木）予約開始！ → ６頁
■いばらきオペラ亭Vol.30特別公演《魔笛》
２/25（日）14：00＠クリエイトセンター・センターホール
発売中！ → ６頁
■茨木市文化振興財団ダンスプロジェクト2017
３/21（水祝）  調整中
＠クリエイトセンター・多目的ホール　ほか
１月下旬電話受付開始！ → 詳細次号

学習・体験事業
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11（
日
）
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12（
火
）
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10（
土
）
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ピックアップ情報
いばらき能「船弁慶」

能NOH体感講座「挑戦！はじめての能」

義経の前で別れの舞を舞う静御前、平家の怨霊を
祈祷で退ける弁慶、と大変ドラマチックで見どころ
の多い「船弁慶」、解説付きでお楽しみください。

触れて、見て、体験してみよう！伝統芸能の世界へ入門！

３月11日（日）14：00開演（13：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

①２月４日（日） 能の謡と舞って面白い！  
②２月10日（土） 能面と装束を見てみよう！
③３月３日（土） 能に出てくる楽器をやってみよう！
各日14：00～16：00（13：45受付・開場）
クリエイトセンター・多目的ホール

全席指定／3,000円
◎65歳以上、障害者及びその介助者2,500円
◎青少年（24歳以下）1,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください

チケット：財団／財団ネット／ 55710／ 481－531
12/10（日）予約開始！ ※初日はインターネット・電話受付のみ
■番組・出演
能・狂言の解説
仕舞「枕之段」／山本章弘
お囃子の解説
狂言「附子」／善竹隆平　ほか
能「船弁慶　前後之替」／山本章弘　福王知登　ほか

「船弁慶」あらすじ

　平家追討に功績をあげた源義経でしたが、頼朝に疑惑を持たれ、鎌倉方か
ら追われる身となります。義経は、弁慶や忠実な従者とともに西国へ逃れようと、
摂津の国大物の浦へ到着します。義経の愛妾、静（しずか）も一行に伴って同道
していましたが、女の身で困難な道のりをこれ以上進むことは難しく、弁慶の進
言もあって、都に戻ることになりました。別れの宴の席で、静は舞を舞い、義経の
未来を祈り、再会を願いながら、涙にくれて義経を見送ります。
　静との別れを惜しみ、出発をためらう義経に、弁慶は強引に船出を命じます。
すると、船が海上に出るや否や、突然暴風に見舞われ、波の上に、壇ノ浦で滅亡
した平家一門の亡霊が姿を現しました。なかでも総大将であった平知盛（ともも
り）の怨霊は、是が非でも義経を海底に沈めようと、薙刀を振りかざして襲いか
かります。弁慶は、数珠をもみ、必死に五大尊明王に祈祷します。その祈りの力
によって、明け方に怨霊は調伏されて彼方の沖に消え、白波ばかりが残りました。

山本章弘

「いばらき能」連携事業

受講料：各500円
対象・定員：各講座とも小学生以上、20人
※①・②では足袋または靴下をご持参ください

12/10（日）電話受付開始！
■講師
①・②山本章弘（能楽師観世流シテ方）　林本 大（能楽師観世流シテ方）
③古田知英（能楽師幸流小鼓方）　上田慎也（能楽師金春流太鼓方）

昨年度の体感講座の様子
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公演情報　　　　　　　　　　　　　　主催

ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史
～あっ、なるほど！目から鱗の音楽裏話～

①10月30日（月）②11月6日（月）③11月13日（月）④11月20日（月）（終了しました）
⑤12月４日（月）14：00～15：30（13：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

ピアノ演奏を交えて、ジャズ・ポピュラーの歴史をひもとく音楽講座！

全席自由／1,200円　※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：財団／財団ネット／ 56527／ 335－116
発売中！
■講師
西田武生（アロージャズオーケストラプロデューサー）
ピアノ演奏：梅田望実
■講座内容
ポピュラー後半／「私の青空」「上を向いて歩こう」 ほか

■特別協賛　木下グループ

優秀映画鑑賞推進事業「溝口健二傑作選」
日本映画の巨匠・溝口健二監督の名作を、35mmフィルムで上映します。
デジタルにはないフィルム独特の味わいを大スクリーンでお楽しみいただける
貴重な機会、お見逃しなく！

クリエイトセンター・センターホール
全席自由・日時指定／各回500円　※就学前のお子様はご遠慮ください
（各回30分前開場）
チケット：財団／財団ネット
発売中！

西鶴一代女
（1952年　新東宝＝児井プロ　137分）
12月１日（金）10：30～12：47
12月３日（日）14：00～16：17
出演：田中絹代　三船敏郎　宇野重吉　ほか

雨月物語
（1953年　大映 97分）
12月１日（金）19：00～20：37
12月２日（土）10：30～12：07
出演：京マチ子　田中絹代　森雅之　ほか

山椒大夫
（1954年　大映 124分）
12月１日（金）14：00～16：04
12月２日（土）19：00～21：04
出演：田中絹代　花柳喜章　香川京子　ほか

近松物語
（1954年　大映 103分）
12月２日（土）14：00～15：43
12月３日（日）10：30～12：13
出演：長谷川一夫　香川京子　南田洋子　ほか

①10月30日（月）②11月6日（月）③11月13日（月）④11月20日（月）
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フルートアンサンブル“パステル”

ピアノ：マーティン・カッツ

粟辻 聡

柿原宗雅齊藤舞歌 阪口真紀 松村重子 日朝優衣

火曜日の音楽サロンVol.38
藤木大地　カウンターテナー・リサイタル

第20回記念音芸協コンサート
音芸協♪これまで、そしてこれから

12月12日（火）14：00開演（13：３０開場）
クリエイトセンター・センターホール

1月21日（日）14：00開演（13：３０開場）
クリエイトセンター・センターホール

オペラの殿堂・ウィーン国立劇場において鮮烈なる
デビューを飾った、今最も注目される歌い手が茨木へ！

結成20周年を迎えた音芸協（茨木市音楽芸術協会）
感謝を込めて これまでを振り返り 未来へとつなぐ―

全席指定／2,500円　※就学前のお子様はご遠慮ください

チケット：財団／財団ネット／ 56458／ 330－495
発売中！

全席指定／3,000円 ※就学前のお子様はご遠慮ください
◎65歳以上、障害者及びその介助者2,500円
◎青少年（24歳以下）1,000円
チケット：財団／財団ネット／ 55182／ 343－578
発売中！

■プログラム
ジョルダーニ：カーロ・ミオ・ベン
加藤昌則：てがみ
武満徹：死んだ男の残したものは
バッハ：満ち足りた安らぎ、いとしい魂のよろこびよ
バーンスタイン：シンプル・ソング「ミサ」より
ほか　※都合により曲目の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

■第１部　フルートアンサンブル“パステル”記念ステージ
2015年京都芸術祭「京都府知事賞」受賞記念
[演奏]フルートアンサンブル“パステル”(齊藤舞歌　阪口真紀　松村重子)
■第２部　音芸協♪これまで、そしてこれから
♪いばらきオペラ亭
ソプラノ：長谷川紗希　山下有子　バリトン：木村孝夫　ピアノ：石原光世
♪音楽配達便
ソプラノ：前田亜矢　栁田律子　ヴァイオリン：山口納慧　
ピアノ：足達准子　岩本美子
♪女声アンサンブル《ローゼンバウム》
浅野京子　石井恭子　川端いづみ　中原由美子　冨岡晶子　密井ひと恵
ピアノ：矢吹直美
♪茨木フェスティバル 音芸協いばらきクラシックコンテスト
ピアノ：乾 将万
■第３部　朗読と音楽「動物の謝肉祭」
サン=サーンス：組曲「動物の謝肉祭」
[指揮]粟辻 聡　[ピアノ]柿原宗雅　日朝優衣　[朗読]山本いくみ
[演奏]Ongeikyo記念オーケストラ
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公演情報　　　　　　　　　　　　　　主催
横山佳世子の邦楽サロンVol.13
地歌の真骨頂―手事物による

魔法の笛に導かれ、王子タミーノの冒険が始まる…
子どもから大人まで楽しめる、それでいて謎めいて奥深いファンタジーです。

地歌とは、江戸時代に上方で生まれた三味線弾き歌いの
座敷音楽です。歌のない器楽部分を“聴かせ所”として重
要視している地歌の種別を〈手事物〉と呼んでいます。
超絶技巧の極致・至上の手事物をお楽しみに！

2月25日（日）14：00開演（13：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

2月21日（水）14：00開演（13：45開場）
クリエイトセンター・304号室

全席指定／1,800円 ※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：財団／財団ネット／ 55456／ 343-579
発売中！

全席自由／1,500円　※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：財団／財団ネット
1/11（木）予約開始！　※初日はインターネット、電話受付のみ

 ■プログラム
 モーツァルト《魔笛》(日本語上演・抜粋)
 ■出演
 ナビゲーター：木村孝夫
 パミーナ：古瀬まきを
 タミーノ：諏訪部匡司
 夜の女王：長町香里
 ザラストロ：西田昭広
 弁者：萩原寛明
 パパゲーノ：木村孝夫
 パパゲーナ：長谷川紗希
 モノスタトス：矢野勇志
 ダーメⅠ：森井美貴
 ダーメⅡ：中村 茜
 ダーメⅢ：西村 薫
 クナーベⅠ：久保尚子
 クナーベⅡ：岩本真利
 クナーベⅢ：安井裕子

合唱：いばらきオペラ亭アンサンブル
ピアノ：田中雅子

■演奏とお話
横山佳世子
ゲスト：菊央雄司
■プログラム
「尾上の松」 作者不詳／宮城道雄箏手付
「残月」 峰崎勾当作曲
「八重衣」 石川勾当作曲／八重崎検校箏手付

木村孝夫

西田昭広

森井美貴

諏訪部匡司

長谷川紗希

西村 薫

安井裕子

古瀬まきを

萩原寛明

中村 茜

岩本真利

長町香里

矢野勇志

久保尚子

田中雅子

横山佳世子

菊央雄司

これであなたもオペラ通！初めての方も楽しめる解説つきコンサート
いばらきオペラ亭Vol.30特別公演《魔笛》
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新内の楽しみ2～愛と祈り、和楽器が結ぶ物語
わがまち茨木市の千提寺で発見された「マリア十五玄義図」や「キリシタン
遺物」などを基に創作の新内浄瑠璃、初お披露目！
一途に生きた時代のものがたり、必聴です。

3月18日（日）14：00開演（13：45開場）
クリエイトセンター・304号室
全席自由／1,500円　※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：財団／財団ネット
1/31（水）予約開始！　※初日はインターネット、電話受付のみ
■出演
新内志賀　三味線と語り
新内志賀桜　三味線（本手と低音）
新内志賀日向　三味線（上調子）
ゲスト：佐野健二　リュート
■プログラム
新作新内浄瑠璃「茨木のマリア」
浄瑠璃「壺阪縁観音　山之段」

※茨木市観光協会、茨木市勤労者互助会、OSAKAメセナカード各会員の皆様には、主催公演のチ
ケット料金を１０％割引いたします。割引は本人様に限ります。この取り扱いは財団窓口のみです。
※主催公演の発売初日はインターネット・電話受付のみです。

新内志賀

公演情報　　　　　　　　　　　　　　共催

全席自由／1,000円　３歳以下無料
チケット：財団／財団ネット
発売中！

■審査員
ピアノ：石井なをみ　佐野まり子　田隅靖子　中沖玲子　松本昌敏
ヴァイオリン：池川章子　大谷玲子　曽我部千恵子　田辺良子　ギオルギ・バブアゼ
■主催・お問合せ
NPO法人con briO　E-mail：qualia@conbrio.or.jp

■出演
音芸協女声アンサンブル《ローゼンバウム》
石井恭子　中原由美子　密井ひと恵　南 佳江
ピアノ：矢吹直美　
■プログラム
冬のメドレー（たき火、冬景色、ペチカ　ほか）
六つの子供の歌　美しき碧きドナウ　ほか
■主催・お問合せ
茨木市音楽芸術協会　☎050－3735－8525（下村）

ピアノ　12月９日（土）／ヴァイオリン　12月10日（日）
各日11：00～（鑑賞可・入場無料） ※就学前のお子様はご遠慮ください
クリエイトセンター・センターホール

1月13日（土）14：00開演（13：30開場）
福祉文化会館・文化ホール

第８回クオリア音楽コンクール　本選

茨木市音楽芸術協会あっちこっちコンサート
Angel Harmony～歌の宝石箱VOL.9
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全席自由（上映時刻指定）／各回1,000円
大阪映画センター会員900円
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：財団
発売中！

■監督
ガース・デイヴィス
■出演
デヴ・パテル　ルーニー・マーラ　
デヴィッド・ウェンハム　ニコール・キッドマン　ほか
■主催・お問合せ
大阪映画センター　☎06－6719－2233

1月24日（水）①10：30　②14：00　③19：00（各回30分前開場）
クリエイトセンター・センターホール

全席自由／2,000円　小学生以下無料
チケット：財団／財団ネット
12/９（土）発売！

■出演・プログラム
まほろば21世紀創作歌曲の会会員による新作歌曲の発表
■主催・お問合せ
まほろば事務局　E-mail：mahoroba.uta.21@gmail.com

2月12日（月祝）15：00開演（14：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

まほろば新作歌曲による第13回コンサート

全席自由／1,500円　小中学生1,000円
就学前のお子様無料
チケット：財団／財団ネット
発売中！

■出演
ピアノ：水原節代　築藤幸子　砂畠千代子
　　　　原川清美　岡田敦子
ヴァイオリン：橋本安弘　橋本光弘
ヴィオラ：西内 泉　チェロ：高瀬恵理也
コントラバス：石井博和　フルート：飯嶋 豊
ファゴット：中原正行　メゾソプラノ：中原由美子　司会：谷 洋子
■プログラム
＜ニューイヤーコンサート＞
モーツァルト：きらきら星 変奏曲　ロンド ニ長調
シュトラウスⅡ世：トリッチ・トラッチポルカ　春の声　ほか
■主催・お問合せ
茨木市音楽芸術協会　☎072－635－8403（飯嶋）

1月27日（土）14：00開演（13：30開場）
福祉文化会館３階・LIVE302

第132回茨木マイホームサロンコンサート

■次回予告　４/24（火）「家族はつらいよ２」 １/24（水）発売！

話題の映画＠茨木
「LION　ライオン　25年目のただいま」
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全席自由／2,500円　中学・高校生1,500円
小学生以下無料
チケット：財団／財団ネット
12/１（金）発売！

全席自由／2,000円　※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：財団
１/１３（土）発売！

■出演
ソプラノ：冨岡晶子　安谷万佑子　
アルト：中原由美子　テノール：岡本雄一
バリトン：冨岡順一郎　ピアノ：小泉佐智子
朗読：土方淳子　語り：福嶋昭治
■主催・お問合せ
茨木市民文化フォーラム　☎072－643－9458（寺井）

■出演
ヴァイオリン：山名玲奈　阿佐聖姫子
チェロ：三宅依子　ピアノ：澤田智子　大谷浩子
■主催・お問合せ
茨木桐朋会　☎072－624－8239（山名）

3月4日（日）14：00開演（13：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

3月24日（土）18：30開演（18：00開場）
クリエイトセンター・センターホール

第20回茨木市民文化フォーラム公演
うたがたり紫式部～その人と物語～

◆年末年始のインターネットでのチケット予約・購入について

平成29年12月29日～平成30年１月３日は年末年始に伴い窓口業務を休ませ
ていただきます。
つきましては、下記のとおりチケットのお引き取り方法と時期につきましてご案
内申しあげます。
①窓口でのご精算及びお引き取りにつきまして
12月22日以降のお申し込みチケットにつきましては12月28日まで、もしく
は１月４日から９日までにお願い申しあげます。（クレジット決済のお客様のお引
き取りは公演当日まで承ります。）
②郵便振込につきまして
12月20日以降のお申し込みにつきましては１月８日までにお振込みのお手続き
をお願いいたします。
③チケットの郵送につきまして
12月22日までにご入金の確認が取れたお申し込みにつきましては年内に発送い
たします。
以降につきましては1月４日から順次発送いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

桐朋学園音楽科卒業生による
第12回ピュアモーレ カミング コンサート
～バラのまち茨木にアンサンブルの華が咲く～

［同日13：00開演（入場無料）］
■桐朋学園音楽科在校生による第19回ピュアモーレ ポロニア コンサート
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イベントカレンダー　　クリエイトセンター・センターホール
12月

１
（金）

溝口健二傑作選①西鶴一代女　②山椒大夫　③雨月物語
①10：30②14：00③19：00上映 500円
茨木市文化振興財団　072－625－3055

２
（土）

溝口健二傑作選①雨月物語　②近松物語　③山椒大夫
①10：30②14：00③19：00上映 500円
茨木市文化振興財団　072－625－3055

３
（日）

溝口健二傑作選①近松物語　②西鶴一代女
①10：30②14：00上映 500円
茨木市文化振興財団　072－625－3055

４
（月）

ジャズ・ポピュラーミュージックの仕組みと歴史⑤
14：00開演 1,200円
茨木市文化振興財団　072－625－3055

７
（木）

花林会大正琴演奏会
13：00開演 無料
川島美陽子　072－649－1470

８
（金）

穂積コールシュクレ 第６回コンサート
18：30開演 無料
冨岡　072－624－4557

9・10
（土・日）

第８回クオリア音楽コンクール　本選（９日ピアノ・10日ヴァイオリン）
各日11：00～ 無料
NPO法人con briO　E-mail：qualia@conbrio.or.jp

12
（火）

火曜日の音楽サロンVol.38 藤木大地 カウンターテナー・リサイタル
14：00開演 2,500円
茨木市文化振興財団　072－625－3055

14
（木）

第９回しょうがい福祉フェスタ
10：00開演 無料
市・障害福祉課　072－620－1636

17
（日）

日本伝承芸能茨木同好会第２回大会
11：00開演 無料
田邉昌男　072－624－2358

25
（月）

防火のつどいと親子で楽しむ映画会
13：20開演 無料
茨木市民生委員児童委員協議会事務局　072－620－1634

27
（水）

桐朋学園こどものための音楽教室茨木教室とアマデウス音楽院生徒によるクリスマスコンサート
12：30開演 無料
アマデウス音楽院　072－626－3262（土・日12：00～15：00）

施設のご利用に関するお問合せ（施設管理係）
072－624－1726（クリエイトセンター１階  9：00～17：00）
072－623－3962（福祉文化会館３階  9：00～17：00）
※財団ホームページ (www.ibabun.jp) から、各施設の「空室情報」をご覧いただけますのでご利用ください。

年末年始における施設予約システムの停止のお知らせ
平成29年12月29日（金）0：00から平成30年1月4日（木）5：00まで
インターネット施設予約システムを停止いたします。ご不便とご迷惑をお
かけしますが、よろしくお願いいたします。
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イベントカレンダー　　　　福祉文化会館・文化ホール

１月
6

（土）

ピティナ・茨木ステップ
13：45開演 無料
後藤幸子　090－8824－8486

7
（日）

大人の為のバレエフェスティバル「パ・ド・シャ2018」
16：30開演 無料
スタジオ・ハニー　072－620－0506（宮迫）

8
（月祝）

新大阪岳風会茨木地区Aブロック新春吟道大会
9：30開演 無料
新大阪岳風会茨木地区Aブロック　072－601－0077（三浦）

21
（日）

第20回記念音芸協コンサート「音芸協♪これまで、そしてこれから」
14：00開演 3,000円（割引料金あり）
茨木市文化振興財団　072－625－3055

24
（水）

話題の映画@茨木「LION ライオン 25年目のただいま」
10：30/14：00/19：00上映 1,000円/大阪映画センター会員900円
大阪映画センター　06－6719－2233

12月
１
（金）

追手門学院大学ギター部 第49回定期演奏会
18：00開演 無料
追手門学院大学ギター部　080－3824－0359（松本）

7・8
（木・金）

追手門学院大学映画研究部シネマクリエイター学外上映会
各日11：00開演 無料
追手門学院大学映画研究部シネマクリエイター　080－4228－7906（村木）

16
（土）

あたらしいうた～子どもから大人まで楽しめる歌を♪～
14：00開演 大人1,000円 中高生500円 小学生以下無料
音楽グループENISHI　090－2284－0468（石井）

21
（木）

追手門学院大学落語研究会 学外寄席冬の陣
18：30開演 無料
追手門学院大学落語研究会　080－2502－0086（上田）

24
（日）

新大阪岳風会師範部 指導者吟道大会
13：00開演 無料
新大阪岳風会師範部　072－622－9745（齋藤）

27
（水）

劇団春 一日特別復帰公演①お芝居「座頭市と娘お市」②「銀のかんざし」①②舞踊ショー
①12：00②17：00開演 S席5,000円　A席3,500円
【cafe くろねこ】 090－1087－8652

１月
13
（土）

音芸協あっちこっちコンサートAngel Harmony～歌の宝石箱VOL.9
14：00開演 1,000円 3歳以下無料
茨木市音楽芸術協会　050－3735－8525（下村）

14
（日）

平成30年大翔岳風会新春吟道大会
10：00開演 無料
大翔岳風会　072－696－6202（内藤）

21
（日）

新大阪岳風会茨木地区Bブロック新春吟道大会
9：30開演 無料
新大阪岳風会茨木地区Bブロック　072－634－3404（乾）

31
（水）

認知症サポーター養成講座・シルバー人材センターの紹介
10：00/13：30開演 無料
茨木市シルバー人材センター　072－634－8990

＊実施内容、日時は変更になる場合がございます。事前にご確認の上ご参加ください。

年末年始のお知らせ
平成29年12月29日（金）～平成30年１月３日（水）は休館です。
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チケットのお問合せ
072－625－3055  文化事業係 （クリエイトセンター１階 9：00～17：00）

チケットのお求め
■窓口で購入
●クリエイトセンター1階チケットカウンター （９:00～17:00）
●福祉文化会館3階チケットカウンター （９:00～17:00）

■インターネットで予約・購入
当財団ホームページwww.ibabun.jpへアクセスしてください。　
事前にユーザー登録（無料）が必要です。
※クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners
Club）をご利用いただけます。
※コンビニ（セブンイレブン、サークルK、サンクス）でご精算・受取いただけます。
詳細は財団ホームページwww.ibabun.jpをご参照ください。

■電話で予約
072－625－3055 文化事業係（９:00～17:00）※お席のご指定もうかがいます。
■予約後のご精算
◎１週間以内に下記のチケットカウンターで代金と引換えにチケットをお受け
取りください。
●クリエイトセンター１階チケットカウンター
●福祉文化会館３階チケットカウンター
◎予約チケットの郵送をご希望の場合は、予約日から５日以内に〈チケット料
金＋郵送手数料400円〉を郵便局備え付けの「払込取扱票」でお支払いくだ
さい。払込手数料はご負担願います。払い込み確認後の発送となります。
〈払込口座〉00970－7－190576／加入者名：茨木市文化振興財団
■その他の販売所で購入（公演によってはお取扱いのない場合があります）
ローソンチケット 0570－000－407（オペレーター対応）

　Ｌコード予約 0570－084－005
＊ローソンチケットの取扱いチケットは、ローソン、ミニストップ各店舗で直接購入できます。

チケットぴあ 0570－02－9999
＊チケットぴあの取扱いチケットは、セブンイレブン、サークルＫ、サンクス各店舗で直接購入できます。

※ローソンチケット、チケットぴあでは、発売初日10：00から店頭販売いたします。

公益財団法人 茨木市文化振興財団　since1996
〒567－0888大阪府茨木市駅前四丁目6番16号クリエイトセンター1階
TEL072－624－1726（代表・施設管理係）/TEL072－625－3055（文化事業係）/FAX072-625-3036
E‐mail：ibabunzai@proof.ocn.ne.jp 

●クリエイトセンター：JR茨木駅から東へ徒歩約10分　阪急茨木市駅から西へ徒歩約12分
●福祉文化会館：JR茨木駅から東へ徒歩約８分　阪急茨木市駅から西へ徒歩約９分
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生涯学習センター
中央図書館

上中条青少年センター

JR東海道線
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緑
地

茨木工科高校

グラウンド

市役所
グラウンド

Ｊ
Ｒ
茨
木
駅

阪
急
茨
木
市
駅至万博公園

〒

クリエイトセンター

福祉文化会館

★ご注意ください
■主催公演の発売初日は電話・インターネット受付のみです。残席がある
場合は翌日から窓口販売いたします。
■ご購入後のチケットのキャンセル・変更はお受けできません。ただし、
割引適用の追加や変更をご希望の場合はお問い合せください。
■前売券完売の場合は当日券の販売はございません。
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