
平成31年3月31日現在

H30-223 「火曜日の音楽サロン」 平成30年 クリエイトセンター ピアノ：河村尚子 179

アンコールシリーズ 5月23日（水） センターホール ベートーヴェン：

河村尚子 ベートーヴェン 19:00 ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調 作品13『悲愴』

ピアノ・ソナタ リサイタル ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2『月光』

ほか

H30-224 上海太郎のマイム劇場 平成30年 クリエイトセンター 構成・演出・出演：上海太郎

「母に捧げるバラード」 6月16日（土） センターホール 振付・出演：室町瞳

①15:00 舞台上特設劇場 46

②18:00 〈茨木50人劇場〉 40

H30-225 上方落語五流派競演会 平成30年 クリエイトセンター 笑福亭鉄瓶「ちりとてちん」 395

Vol.12 6月17日（日） センターホール 林家染二「掛け取り」

14:00 桂文之助「星野屋」

古今亭菊之丞「棒鱈」

桂小春團治「コールセンター問答」

桂文枝「惚けてたまるか！！」

解説：相羽秋夫

お囃子：なにわの会

H30-226 INSPi アカペラ ライブ 平成30年 クリエイトセンター 風になりたい(THE BOOMカバー) 252

～心おどる魔法のハーモニー 7月7日（土） センターホール この木なんの木(日立グループCMソング)

17:00 ドミソはハーモニー(NHK「みんなのうた」)

Believe(合唱曲)

ほか

H30-227 クオリア エキサイティング 平成30年 クリエイトセンター 【第8回クオリア音楽コンクール大賞受賞者】 154

クラシックコンサート 9月16日（日） センターホール ヴァイオリン：二上りか子

15:00 ピアノ：細川萌絵

【共演者】

ヴァイオリン：大谷玲子、ギオルギ・バブアゼ

ヴィオラ：大江のぞみ、竹内晴夫

チェロ：林裕

ドヴォルザーク：

弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調 OP.96「アメリカ」

ピアノ四重奏曲第2番 変ホ長調 OP.87

弦楽五重奏曲第3番 変ホ長調 OP.97

H30-228 幸福な王子 平成30年 クリエイトセンター 原作：オスカー・ワイルド 26 ②は台風24号により中止

～The Happy Prince 9月30日（日） センターホール 作・演出：山口茜

①11:00 舞台上特設劇場 出演：小倉笑、松本成弘、村上渉

②14:00 〈茨木50人劇場〉

H30-229 茨木市 市制施行７０周年 平成30年 クリエイトセンター 解説：茂山千三郎 140

記念事業 10月21日（日） センターホール 古典狂言「千鳥」

新作狂言「茨木童子２０１８」 15:00 太郎冠者：松本薫　主人：鈴木実

（改訂台本版） 酒屋の亭主：丸石やすし　後見：井口竜也

古典琵琶曲「羅生門」

筑前琵琶：片山旭星

スペシャルトーク：茂山千三郎×三ツ矢雄二

新作狂言「茨木童子」

茨木童子：茂山千三郎　ならず者：茂山宗彦

父：丸石やすし　母：松本薫　子役：こども狂言師たち

後見：井口竜也、鈴木実

お囃子：民族芸能アンサンブル 若駒

司会：甲斐祐子

火曜日の音楽サロン 平成30年 クリエイトセンター

H30-230 Vol.39 10月23日（火） センターホール ピアノ：ダニエル・シュー 164

ダニエル・シュー 14:00 シューベルト：ピアノ・ソナタ第13番　イ長調　D.664

ピアノ・リサイタル ショパン：幻想曲 ほか

H30-231 Vol.40 11月20日（火） ソプラノ：小林沙羅 238

小林沙羅 14:00 ピアノ：三浦友理枝

ソプラノ・リサイタル グノー：歌劇「ファウスト」より"宝石の歌"　ほか

H30-232 Vol.41 12月18日（火） ヴァイオリン：奥村愛 173

奥村愛 14:00 ピアノ：三輪郁

ヴァイオリン・リサイタル モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第26番　ほか

H30-233 第21回音芸協コンサート 平成31年 クリエイトセンター 【第１部】オカリナで奏でるものがたり 266 共同主催：

「こわれた1000のがっき」 1月19日(土） センターホール ～クラシックから映画音楽まで～ 茨木市音楽芸術協会

14:00 【第２部】野呂さかんの世界

【第３部】こわれた１０００のがっき

～少年少女合唱団とともに～

オカリナ：茨木智博、山本奈央

ピアノ：森悠也　村崎愛　森内朋子　打楽器：石山歩

ソプラノ：安谷万佑子　テノール：清原邦仁

合唱：茨木市少年少女合唱団　指揮：古宮真美子

朗読：川端いづみ

H30-234 新春浪曲～茨木2019 平成31年 クリエイトセンター 春野恵子「両国夫婦花火」 333

1月20日(日） センターホール 京山小圓嬢「改心亭」

14:00 菊池まどか「温かい手（作：宮本麗子）」

京山幸枝若　左甚五郎シリーズより「千人坊主」

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）    



H30-235 いばらき能「舎利」 平成31年 クリエイトセンター 狂言・能の解説：山本章弘 247

3月10日（日） センターホール 仕舞「大江山」

14:00 お囃子解説

狂言「清水」

能「舎利」

H30-236 中西和久ひとり芝居 平成31年 クリエイトセンター 出演：中西和久 222

「をぐり考」 3月21日(木祝） センターホール 打楽器：高橋明邦　琵琶：田原順子

―照手と小栗の恋― 14:00 笛・尺八：設楽瞬山　二十絃箏：早川智子

作・演出：ふじたあさや

音楽：平井澄子

H30 弦とピアノ～クァルテットの 平成30年 福祉文化会館 ヴァイオリン：里屋幸、米川さやか 75

LIVE302 魅力―大阪交響楽団トップ 5月3日（木祝） LIVE302 ヴィオラ：早田類

奏者with 崎谷明弘― 15:00 チェロ：大谷雄一

ピアノ：崎谷明弘

外山雄三：弦楽四重奏曲

ベルク：弦楽四重奏のための「抒情組曲」(抜粋)

ブラームス：ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 作品25

H30 やしょめ　秋の茨木コンサート 平成30年 福祉文化会館 三味線・唄：重森三果 74

LIVE302 和楽器が紡ぐ茨木童子の物語～11月4日（日） LIVE302 笛：森美和子

15:00 笛・鳴り物：滝本ひろ子

創作新内「茨木童子の物語」　ほか

H30 中西和久朗読講座 平成30年 クリエイトセンター 講師：中西和久（京楽座主宰）

学習・ ①5月11日（金） 多目的ホール テキスト：川端康成「伊豆の踊子」 19

体験事業 14:00～16:00

②5月12日（土） 18

14:00～16:00

H30 合唱連盟deハモリンピック 平成30年 クリエイトセンター 講師：南佳江、森内一豪、前川惠子、井場謙一 242 共同主催：

学習・ 6月3日（日） センターホール 茨木市合唱連盟

体験事業 9：45～16:00 ほか

H30 新作狂言「茨木童子2018」 平成30年 クリエイトセンター 講師：茂山千三郎、鈴木実

学習・ 連携事業／こどものための ①6月9日（土） 多目的ホール 19

体験事業 狂言体験講座 16:00～18:00

「附子」に挑戦！ ②6月23日（土） 19

16:00～18:00

③6月30日（土） 19

16:00～18:00

④7月6日（金） 17

18:00～20:00

[発表] 7月8日（日） クリエイトセンター 19

15:00～16:00 センターホール

H30 横山佳世子の邦楽サロン クリエイトセンター 演奏とお話：横山佳世子

学習・ Vol.14 平成30年 304号室 「触れてみよう、雅楽の魅力！」 30

体験事業 7月23日（月） ゲスト：小野真龍、前川隆哲、林絹代

14:00

Vol.15 平成30年 「箏と尺八で彩る四季折々」 32

12月15日（土） ゲスト：籔内洋介、原妙

14:00

Vol.16 平成31年 「独奏箏の伝家の宝刀」 35

3月18日（月）

14:00

番外編 平成30年 クリエイトセンター 小学生のための箏体験4 7

8月2日（木） センターホール 親子で一緒にお箏を弾いてみよう

14:00～16:00 日本の音楽って超いいね！

講師：横山佳世子

アシスタント：小林風花

H30 落語体験ワークショップ 平成30年 クリエイトセンター 講師：桂花団治

学習・ 8月4日（土） 多目的ホール 落語解説、仕草体験、小咄体験、落語鑑賞

体験事業 ①10:00～11:30 ①小学生向け 7

②14:00～16:00 ②一般向け 27

H30 幸福な王子プレワークショップ 平成30年 クリエイトセンター 講師：皿の歌（小倉笑、南野詩恵） 15

学習・ 「皿の歌といっしょ」 8月15日（水） 多目的ホール

体験事業 ～衣装を作って遊ぼう！ 14:00～15:30

H30 新内の楽しみ クリエイトセンター 三味線と語り：新内志賀

学習・ 3～浄瑠璃と三味線が綴る、 平成30年 304号室 三味線：新内志賀桜、新内志賀日向 28

体験事業 二つの愛の物語～ 9月9日（日） ゲスト：

14:00 乙女文楽：吉田光華

新内浄瑠璃「日高川入相花王」

新作新内浄瑠璃「月の媼」

4～浄瑠璃と舞が描く、 平成31年 三味線：新内志賀桜 38

上方の女さまざま～ 2月6日（水） ゲスト：

14:00 上方舞：吉村なを

笛：森美和子

古典新内「三勝半七 千日寺名残鐘」

新作新内「上方オマージュ」

H30 いばらきオペラ亭 クリエイトセンター 共同主催：

学習・ Vol.31「椿姫」 平成30年 センターホール ナビゲーター・ガストン子爵：清原邦仁 251 茨木市音楽芸術協会



体験事業 9月13日（木） ヴィオレッタ・ヴァレリー：周防彩子

14:00 アルフレード・ジェルモン：島影聖人

ジョルジュ・ジェルモン：福嶋勲

ピアノ：前川裕介

Vol.32「ラ・ボエーム」 平成30年 ナビゲーター/ショナール：木村孝夫 278

12月1日（土） ミミ：北野智子

14:00 ロドルフォ：清原邦仁

ムゼッタ：宮下咲恵

マルチェッロ：西村圭市

コッリーネ：林隆史

ピアノ：中谷友香

Vol.33「セビリアの理髪師」 平成31年 ナビゲーター：木村孝夫 252

3月3日（日） アルマヴィ―ヴァ伯爵：諏訪部匡司

14:00 ロジーナ：伊藤絵美

フィガロ：鳥山浩詩

バルトロ：黒田まさき

バジリオ：山川大樹

ピアノ：須山由梨

H30 災害シミュレーション 平成30年 福祉文化会館 オオサカンサクソフォンカルテット 182 共同主催：

学習・ 避難訓練コンサート 10月14日（日） 文化ホール オオサカン打楽器アンサンブル 茨木市音楽芸術協会

体験事業 14:00 司会：川端いづみ

道化師のギャロップ

剣の舞

ウエストサイドストーリーより

花は咲く　ほか

H30 上海太郎の日常をちょっと楽し 平成30年 クリエイトセンター ナビゲーター：上海太郎、室町瞳 9

学習・ くするパントマイム入門ワーク 11月3日(土祝) 多目的ホール

体験事業 ショップ 14:00～16:00

H30 茨木市文化振興財団ダンス 平成31年 クリエイトセンター 講師：砂連尾理 19

学習・ プロジェクト2019 2月2日(土) 多目的ホール

体験事業 変身ワークショップ＠茨木 10:00～15:30

カフカの“変身”から生の

揺らぎを考える 　

H30 「いばらき能」連携事業／

学習・ 能ＮＯＨ体感講座

体験事業 【第1回】 【第1回】 クリエイトセンター 「能の謡と舞って面白い！」 18

平成31年 多目的ホール 講師：山本章弘（能楽師観世流シテ方）

2月3日（日）  

14:00～16:00

【第2回】 【第2回】 「能に出てくる楽器をかなでてみよう！」 11

平成31年 講師：成田奏（能楽師幸流小鼓方)

2月23日（土） 　　 　上田慎也(能楽師金春流太鼓方)

14:00～16:00

【第3回】 【第3回】 「能面と装束を見てみよう！」 15

平成31年 講師：山本章弘（能楽師観世流シテ方）

2月24日（日） 　

14:00～16:00


