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茨木市文化振興財団第235回公演

日本の表象 創造への挑戦 まちとの交感

伝統／前衛／地域

創造への挑戦 ま
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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／Ⓛ54845／Ⓟ489－395

３月10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

発売中!

逃げる足疾鬼！追う韋駄天！！
能の中ではダイナミックな作品を解説付でお楽しみください！



ピックアップ情報

中西和久朗読講座「川端康成を読む」
一人芝居の名手として独自の劇世界を創造する俳優・中西和久が直接指導－
茨木ゆかりの作家・川端康成の作品を声に出して読むことで、名作の魅力
を味わい、あなたらしい豊かな表現を目指してみませんか？

①５月17日（金） ②５月18日（土）
各14：00～16：00（13：45受付・開場）
※２回の講座は同じ内容です。
　いずれかの日を選んでお申し込み下さい。

クリエイトセンター・多目的ホール

受講料：1,000円 
対象・定員：中学生以上、各回20人
３月８日（金）受付開始！（電話／財団ネット）
※テキストは当日配付します

■講師
中西和久
（京楽座主宰、NPO日本朗読文化協会、
（一社）日本朗読検定協会認定教授）
■内容
朗読テキスト：川端康成「古都」 

 〈中西和久朗読講座関連事業〉
12月22日（日）に開催する朗読劇の舞台にあなたも出演してみま
せんか？
俳優・中西和久の指導のもと、公演までの６か月間継続的に朗読
のスキルを磨き、稽古を重ねて、一緒に舞台を作り上げましょう。

「中西和久×川端康成  朗読劇（仮）」（12月開催）
出演者オーディション
■日時：５月19日（日）午後
※グループ分け後、集合時間をお知らせします。

■オーディション参加料：無料
■稽古参加料：5,000円（６月～12月計14回）※オーディション通過者のみ
■会場：クリエイトセンター・多目的ホール
■申込方法：電話／財団ネット
■対象：中学生以上
■出演者定員：10名
■応募期間：３月８日（金）～５月10日（金）※申込み定員達し次第締め切り
オーディション通過者は12月22日クリエイトセンター・センターホール
で開催する中西和久出演、川端康成作品の朗読劇に出演できます。
※原則、下記の稽古予定及び本番日・リハーサル日すべての日程に参加が可能な方が対象となります。

〈稽古予定日〉
①６/14（金） ②６/15（土） ③７/19（金） ④７/20（土）⑤８/30（金） ⑥８/31（土）
⑦９/６（金） ⑧９/７（土）  ⑨10/18（金） ⑩10/19（土）⑪11/15（金）⑫11/16（土）
⑬12/6（金） ⑭12/7（土）
時間は（金）19：00～21：00／（土）14：00～16：00
〈朗読劇リハーサル・本番〉時間未定
12/20（金）・12/21（土）：リハーサル
12/22（日）：朗読劇本番

昨年度の様子



ジュスカ・グランペールコンサート　情熱の扉2019
NHK『おはよう関西』テーマソングやテレビCM等で活躍中のギターとヴァ
イオリンによるアコースティックデュオ。
情熱と切なさ、光と風を感じる音楽にあなたも包まれてみませんか？

５月11日（土）14：00開演（13：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

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
Ⓛ51498／Ⓟ139-286
２/20（水）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
愛の讃歌
組曲「惑星」よりジュピター
リベルタンゴ
めざめ～Reveil
（NHK『おはよう関西』テーマ曲）
ジプシーダンス（SK-ll  TVCM曲）
夢桜（Daiwa Sakura Aid テーマ曲）
ほか

社会風刺コント集団  ザ・ニュースペーパー －2019－
〈THE　NEWSPAPER　茨木クリエイトセンター初登場！〉
国内外の政治、経済、事件、芸能・・・刻々と変わる「ニュース」が抱腹絶倒の
舞台に！！ 笑いながらニュースの裏に隠された社会の本質が見えてくるかも!?

６月１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

全席指定／4,500円
◎65歳以上、障害者及びその介助者4,000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
Ⓛ51514／Ⓟ491-757／イープラス
３/１（金）予約開始！
※初日はインターネット・電話受付のみ

■出演

【社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパー】

ジプシージャズ、フラメンコ、タ
ンゴ、クラシック、ラテン、邦楽
等多彩なジャンルのエッセンスを
内包した個性的なサウンドの２人
組「ジュスカ・グランペール」そ
の名は「おじいさんになるまで」
長く続けていきたいという気持ち
が込められています。

ジュスカ・グランペール

ザ・ニュースペーパー



公演情報 主催
「いばらき能」連携事業
能NOH体感講座「挑戦！はじめての能」

触れて、見て、体験してみよう！伝統芸能の世界へ入門！

①２月 ３日（日）能の謡と舞って面白い！ 
②２月23日（土）能に出てくる楽器をかなでてみよう！ 
③２月24日（日）能面と装束を見てみよう！
各日14：00～16：00（13：45開場）
クリエイトセンター・多目的ホール

受講料：各500円
対象・定員：各講座とも小学生以上、20人
※①③では足袋または靴下をご持参ください

残りわずか！（電話／財団ネット）
■講師
①・③山本章弘（能楽師観世流シテ方）
②成田 奏（能楽師幸流小鼓方）　上田慎也（能楽師金春流太鼓方）

いばらきオペラ亭 Vol.33《セビリアの理髪師》
解説・字幕付きで初めての方でもオペラの魅力を味わえるコンサート！ 
Vol.33は恋のドタバタ喜劇！ロッシーニの代表的傑作をご堪能ください！

３月３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

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／Ⓛ54767
発売中！
■出演
アルマヴィーヴァ伯爵：諏訪部匡司　　バジリオ：山川大樹　　   
ロジーナ：伊藤絵美　　　　　　　　　ナビゲーター：木村孝夫
フィガロ：鳥山浩詩　　　　　　　　　ピアノ：須山由梨
バルトロ：黒田まさき

昨年度の体感講座の様子

Vol.32《ラ・ボエーム》より

黒田まさき諏訪部匡司 山川大樹伊藤絵美 鳥山浩詩
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横山佳世子の邦楽サロンVol.16～独奏箏の伝家の宝刀
ホステス役を務める横山佳世子の記念碑的な名曲箏独奏曲を一挙に４題お届
けします。人生の喜怒哀楽の全てを箏、一七絃箏から熱く放出します！お聴
き逃しなく！

３月18日（月）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 
1/29（火）予約開始！ ※初日はインターネット・電話受付のみ

■演奏とお話
横山佳世子
■プログラム
中能島欣一：三つの断章
廣瀬量平：十七絃箏独奏のための〈みだれ〉による変容
沢井忠夫：楽
沢井忠夫：翼にのって
※演奏後、会場内にて交流会を開催いたします。皆様のお声をお聞かせください！！

中西和久ひとり芝居「をぐり考－照手と小栗の恋－」
和製ロミオとジュリエットを彷彿とさせる美男美女の物語
日本中世から続く 語り物芸能、説経節。壮大なスケールと物語性で群を抜
く小栗判官の物語が現代演劇に。俳優 中西和久がひとり65役を演じ分け、
邦楽の生演奏とともに贅沢にお贈りする恋物語。

３月21日（木祝）14：00開演（13：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

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
Ⓛ54861／Ⓟ489-396／イープラス
発売中！
作・演出：ふじたあさや　音楽：平井澄子
出演：中西和久
〈演奏〉【打楽器】高橋明邦　【琵琶】田原順子
　　　【笛・尺八】設楽瞬山　【二十絃箏】早川智子

お ぐりはんがん

せっきょうぶし

僕の説経節三部作と呼んでいる作品「しのだづま考」「山椒大夫考」そして
（今回）この「をぐり考」と、茨木市では全部上演させていただくことにな
りました。
「をぐり考」の中には、説経浄瑠璃が出てきたり、講談が出てきたり、日本
のいろんな芸能が出てきます。それも楽しんでいただければと思います。
そして、一人で65役演じる！しかも閻魔大王まで！閻魔大王なんて誰も見た
ことないんです。稽古に苦労しています（笑）。
今、稽古の真っ最中です。どうぞ劇場にいらしてください。

【新着】中西和久さんのコメント

横山佳世子

中西和久
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茨木ハチマル落語会 　第一回「桂塩鯛門弟会」
平日の午後、身近に、気軽に、だいたい80分くらいでコンパクトに、本格
的な生の落語をお楽しみいただく新シリーズ！
記念すべき第一回は「桂塩鯛門弟会」！クリエイトセンターで長年落語会をさ
れ、茨木にゆかりも深い桂塩鯛さんを師匠にもつ門弟３人の落語会。三者三
様の魅力を一度に味わえる贅沢な会です。

５月16日（木）14：00開演（13：30開場）
クリエイトセンター・多目的ホール

全席自由／1,000円　当日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
３/15（金）予約開始！ ※初日はインターネット・電話受付のみ
■出演
桂 米紫
桂 鯛蔵
桂 小鯛
演目は当日のお楽しみ、
ミニトークコーナーあり！

茨木コテン劇場 ～古典落語とクラシカルシネマ～
「古典落語」と「クラシカルシネマ」の、エエとこどりコラボイベント！
十三のミニシアターで開催されている人気イベントが茨木にやってくる！

６月16日（日）13：00開演（12：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

全席指定／1,800円 
◎65歳以上・障害者及びその介助者1,600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
Ⓛ51565
３/15（金）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
〈落語〉桂 米紫「崇徳院」
〈映画〉「心の旅路」（1942年/アメリカ/モノクロ）
　　　監督：マーヴィン・ルロイ
　　　出演：ドナルド・コールマン、グリア・ガースン　ほか
※自他共に認める映画好き落語家・桂 米紫による「落語家的ミニミニ映画紹介」あり！

桂 米紫

桂 小鯛桂 鯛蔵桂 米紫

今回のテーマは「もういちど会いたい！運命の人！」
落語は若旦那の恋わずらいから始まる一目惚れの人探し。まわりを巻き込ん
で起こる大騒動がヤキモキも楽しい『崇徳院』。

映画は記憶喪失の兵士と踊り子の偶然的な出
会い、そして結婚。幸せな生活から一遍。蘇
る記憶とまた失う記憶の中で出会う人々の悲
哀と喜び。モノクロ作品独特の美しさとダイ
ナミズム溢れる感動作、マーヴィン・ルロイ
監督の『心の旅路』。
落語と映画の二つのストーリーで、運命的に
出会い、離ればなれになる二組の男女の行く
末は？「心の旅路」より
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公演情報 共催
［何か始めてみたい人のための体験講座］
ちょっぴり楽しい明日のための即興演劇講座

頭とカラダ ほぐして しなやかに

２月９日（土）「臨機応変さにチャレンジ！Yes and で世界を広げよう」
14：00～16：30 クリエイトセンター・多目的ホール

参加料：3,000円　学生2,500円 　受付中！（財団／財団ネット）
定員：25人 
対象者：18歳以上（こんな方にはとくにお薦めです。※演劇やダンスの経験
は問いません） 対人関係の仕事の方／人と協力して何かをしたい方／仕事で
身体がガチガチな方／気分転換したい方
■講師
山田珠実　木村雅子

◎動きやすい服装でご参加ください。更衣室、ロッカーはございます。
◎多目的ホールは土足禁止のため、裸足か上履きをご持参ください。
◎タオル、水分補給の飲みものをご持参ください。

■主催： +link （プラスリンク）

まほろば新作歌曲による第14回コンサート
２月10日（日）15:00開演（14:30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
チケット：財団／財団ネット
発売中！
■出演
まほろば21世紀創作歌曲の会会員
■主催・お問合せ
まほろば事務局　E-mail：mahoroba.uta.21@gmail.com

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.10

２月11日（月祝） 14：00開演（13：30開場）
福祉文化会館３階・LIVE302

全席自由／1,000円　
チケット：財団／財団ネット
発売中！
■出演
茨木市音楽芸術協会女声アンサンブル《ローゼンバウム》
石井恭子　中原由美子　冨岡晶子　南 佳江
ピアノ：矢吹直美
■プログラム
女声合唱とピアノのための『赤い鳥小鳥』
～北原白秋童謡詩集～より（信長貴富）
女声合唱『枕草子』より（上田知華）
バレンタイン特集～愛の歌～
■主催・お問合せ
茨木市音楽芸術協会 ☎050－3735－8525（下村）

未就学児

小学生以下
無料

未就学児

３歳以下
無料

7



ピュアモーレコンサート 2019
３月23日（土）クリエイトセンター・センターホール
桐朋学園在学生による
第20回ピュアモーレ・ポロニア・コンサート
13：00開演（12：30開場） 

全席自由／入場無料

■出演
奥田瑛生（高１）Vn. 木村葵（高3）Pf. 三浦颯太（高3）Pf.　
荻野由里可（大1）Pf. 宮本真祐子（大1）Pf. 北村雄志（大2）Pf.
組谷夏未（大3）Fl. 出口未紗（大3）Pf. 廣田真理衣（大3）Vn.
■主催
ピュアモーレポロニアコンサート実行委員会
桐朋学園卒業生による
第13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～
18：30開演（18：00開場）

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　発売中！
■出演
山名玲奈 Vn.　松田麻実 Vn.　石原優香 Vn.　本郷尚子 Vn.
三宅依子 Vc.　青木ゆり Pf.　櫻井優衣 Pf.
■主催・お問合せ
茨木桐朋会　☎072－624－8239（山名）

続・やってみる演劇［何か始めてみたい人のための体験講座］
３月23日（土）、30日（土） 10：00～12：00
クリエイトセンター・多目的ホール
俳優編～俳優を体験してみよう～
受講料：全２回　4,000円 
定員・対象：15歳以上・20名
２/１（金）受付開始！（電話／財団ネット）
■講師
高杉征司 （俳優。国立国際美術館「束芋:断面の世代」関連公演『total eclipse-ト
ータル・エクリプス-』他多数に出演。市民劇団等での指導経験も豊富。）
■主催
合同会社stamp

第49回 桂 塩鯛茨木落語会
４月13日（土）18：00開演（17：30開場） 
クリエイトセンター・センターホール

全席指定／2,000円（当日2,500円）
※就学前のお子様はご遠慮ください

チケット：財団
２月13日（水）発売！

■出演
桂 塩鯛 ほか
■主催・お問合せ
米朝事務所　☎06－6365－8281（平日10：00～18：00）

未就学児

３歳から
入場可能

桂 塩鯛

高杉征司
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話題の映画＠茨木「空飛ぶタイヤ」
４月24日（水）①10：30②14：00③19：00（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（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！
■原作　池井戸 潤
■出演　長瀬智也　ディーン・フジオカ ほか
■主催・お問合せ
大阪映画センター　☎06－6719－2233

［次回予告］７月25日（木）「皇帝ペンギン＊ただいま＊」４/24（水）発売！
■監督：リュック・ジャケ
■ナレーション：草刈正雄

期待される若き演奏家の集い
５月５日（日祝）13：00開演（12：30開場）
クリエイトセンター・センターホール

全席自由／1,500円（当日2,000円）
チケット：財団／財団ネット ３/25（月）発売！
■主催・お問合せ
関西芸術文化アカデミー　☎072－626－4954（法幸）

第９回 飛山桂 作品・フルートリサイタル
－いい日旅立ち－

５月25日（土）14：00開演（13：30開場）
福祉文化会館３階・LIVE302

全席自由／2,000円　24歳以下1,000円　
（当日各500円増し）
チケット：財団 ３/１（金）発売！
■主催・お問合せ
四季のコンサート　☎072－621－2923（飛山）

「私の好きなミュージカル映画」リクエスト募集 !

申込方法
FAX  072－625－3036　
ＨＰ  http://www.ibabun.jp/ 3/10（日）必着

第22回茨木市音楽芸術協会コンサート（来年１月開催予定）での「私の
好きなミュージカル映画」リクエストを募集します。 
◆映画名 ◆特に好きな曲名
◆その理由やそれにまつわるあなただけのエピソード 
◆住所 ◆氏名 ◆年齢 ◆性別 ◆電話番号
を明記し下記まで。

未就学児

未就学児
無料
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２月

８
（金）

第22回みんなで歌おう楽しい音楽会
10：30開演 無料

天王福祉会障害者支援施設茨木学園  第２茨木学園  サンライズ  072－649－2800

10
（日）

まほろば新作歌曲による第14回コンサート
15：00開演 2,000円/小学生以下無料

まほろば事務局 mahoroba.uta.21@gmail.com

３月

3
（日）

いばらきオペラ亭Vol.33 ≪セビリアの理髪師≫
14：00開演 1,800円

茨木市文化振興財団 072－625－3055

10
（日）

いばらき能「舎利」
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

16
（土）

日本　歌の散歩道
9：30開演 無料

歌の散歩道事務局 072－677－3346

17
（日）

親子まんが映画会
10：00開演 900円

㈱エムアイ企画 03－6383－4451

21
（木祝）

中西和久ひとり芝居「をぐり考―照手と小栗の恋―」
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

23
（土）

桐朋学園在校生による第20回ピュアモーレポロニアコンサート
13：00開演 無料

ピュアモーレ ポロニア コンサート実行委員会

23
（土）

第13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～
18：30開演 2,000円

茨木桐朋会 072－624－8239（山名）

25
（月）

春日丘高校音楽部　第65回定期演奏会
18：30開演 無料

大阪府立春日丘高等学校 072－623－2061

26
（火）

関西大倉中・高等学校クラシックギタークラブ第28回定期演奏会
14：00開演 無料

関西大倉高等学校クラシックギタークラブ 072－643－6321

27
（水）

桐朋学園大学附属子どものための音楽教室茨木教室生徒による平成31年卒業演奏会
17：00開演 無料

桐朋茨木教室 072－626－3262（土曜日12：00～15：00）

28
（木）

茨木西・北摂つばさ・福井高校によるブリランテ・コンチェルト合同演奏会
17：00開演 無料

大阪府立北摂つばさ高等学校 072－633－2000（川村）

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
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イベントカレンダー　　　  福祉文化会館・文化ホール
２月

5
（火）

①「望郷の鐘 満蒙開拓団の落日」②「母 小林多喜二の母の物語」

①10：30開演②14：00開演 各回当日1,500円/前売1,200円

株式会社現代ぷろだくしょん 03－5332－3991

9
（土）

「コスタリカの奇跡」上映　今こそ平和憲法を守る!！

13：45開演 当日1,000円/前売700円（学生・障がい者500円）

「コスタリカの奇跡」上映北摂実行委員会 茨木 072－655－5415

10
（日）

Guitar Ensemble Challengers Concert

14：00開演 入場無料

ギターアンサンブルSAI daichicond1103@gmail.com

３月

3
（日）

ひいらぎ歌謡友の会 関西カラオケ歌謡大会

9：30開演 入場無料

ひいらぎ歌謡友の会 072－643－7765

24
（日）

ピッコラ・ステッラ ピアノ発表会

13：00開演 入場無料

ピッコラ・ステッラ 080－3797－4773

29
（金）

茨木市立天王中学校吹奏楽部第34回定期演奏会

18：00開演 入場無料

茨木市立天王中学校 072－632－5781

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。

※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。

臨時休館のお知らせ
設備保守点検のため、下記のとおり休館します。皆様にはご不便をおかけ
いたしますが、何卒ご協力賜りますようお願い申しあげます。窓口業務は
休業となりますので、チケットの購入、施設利用申し込みはできません。
※インターネットでのチケットの予約・購入、及び施設利用申し込みはご
利用いただけます。
◎市民総合センター（クリエイトセンター） ２月16日（土）～17日（日）
◎福祉文化会館（オークシアター）　　　  ２月16日（土）～17日（日）
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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
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。
※クレジットカードをご利用いただけます。

※セブン―イレブンでご精算・受取いただけます。
詳細はホームページ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、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 ＊セブン－イレブン各店舗で直接購入できます。
イープラス　http://eplus.jp/ ＊ファミリーマート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、イープラスでは、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　HP：http://www.ibabun.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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〒

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。

ibabun 検  索検 索
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