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 KAKUTAのとびだす童話
「ねこはしる」

第２回 茨木ハチマル落語会「東西落語ユニットw
ウィー

e」

いのちまたたく感動の物語を、ことばにのせ、美しい音楽にのせ、
あそびごころいっぱいでお届けする「とびだす童話」。
劇場が「のはら」になって、猫が、魚が、アリやチョウチョが…
たくさんのいのちが、舞台の上をかけまわる！
こどものあなたへ、これからおとなになるあなたへ、
いのちを産んだあなたにこそ見て欲しい、いのちのメッセージ。

平日の午後、気軽にだいたい80分ぐらいで本格的な落語をお楽しみいただく
〈茨木ハチマル落語会〉
第２回は…上方・江戸の落語界のホープ４人が集まり2017年に結成された
東西落語ユニット「we（ウィー）」が登場！
ルーツも落語スタイルも違う４人の魅力がぎゅっと詰まった落語会です。

シ＝65歳以上　障 ＝障害者及びその介助者　青 ＝24歳以下　 ＝託児有（有料） 主＝主催　共 ＝共催　 クリエイトセンター   福祉文化会館

14：00開演／13：30開場
8.24 土

センターホール 発売中!!

残席わずか!

〒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
Tel：072－624－1726（代表・施設管理係）
Tel：072－625－3055（文化事業係)
Fax：072－625－3036
H P：https://ibabun.jp
年末年始・臨時休館日を除き年中無休

●クリエイトセンター：JR茨木駅から徒歩10分、阪急茨木市駅から徒歩12分
●福祉文化会館：JR茨木駅から徒歩８分、阪急茨木市駅から徒歩約９分
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茨木市市民総合センター（クリエイトセンター） 茨木市駅前四丁目６番16号 　Tel：072－624－1726
茨木市福祉文化会館（オークシアター）  茨木市駅前四丁目７番55号 　Tel：072－623－3962
※HPから各施設の「空室情報」をご覧いただけます

施設利用（貸館）について

8 月
日 開演時間 場所 公演名 料金 問合せ

4日 10：15 セ フレンドシップ ガラ・コンサート2019 1,500円
当日　2,000円

地球音楽隊「フレンドシップ」事務局
FAX 0797－57－0643

8木 14：00 セ 横山佳世子の邦楽サロン番外編
おことで音楽をしてみよう♪ 1,000円 茨木市文化振興財団 072－625－3055

10 土 17：00 セ 究極の合唱
〈THE 対決 男声 vs 女声そして仲良く混声〉

  3,000円※
当日　3,500円※ 安田音楽事務所 080－4761－8203

11日
13：30
16：30 文 茨木市まちおこし演劇『茨姫－IBARAKI－』 2,500円

当日　3,000円
特定非営利活動法人　和の心
wanokokoroticketacceptance@gmail.com

14：00 セ 茨木市立三島中学校吹奏楽部　定期演奏会 無料 茨木市立三島中学校 072－626－2145 

24土 14：00 セ KAKUTAのとびだす童話「ねこはしる」 2,500円※ 茨木市文化振興財団 072－625－3055

9 月
日 開演時間 場所 公演名 料金 問合せ

1日 9：30 セ 日本歌の散歩道　カラオケ発表会 無料 ㈱関西日光商事 072－677－3347（内潟）

8日
10：00 セ はーとふる　コンサート 無料 080－1448－6564（園田）

14：00 304 新内の楽しみ5 1,500円 茨木市文化振興財団 072－625－3055

10火 14：00 多 第2回茨木ハチマル落語会
「東西落語ユニットWe」

1,000円
当日　1,200円 茨木市文化振興財団 072－625－3055

14土 16：00 セ クオリア エキサイティング クラシックコンサート   2,000円※ 茨木市文化振興財団 072－625－3055

21土 14：30 セ バリアフリーコンサートVol.37 1,500円
当日　2,000円 バリアフリーコンサート企画 072－622－9928

23月 9：30 セ ひいらぎ歌謡友の会　カラオケ発表会 無料 ひいらぎ歌謡友の会 072－643－7765（塩山）

28土 14：00 セ いばらきオペラ亭Vol.34《電話》 1,800円 茨木市文化振興財団 072－625－3055

セ：クリエイトセンター・センターホール／多：クリエイトセンター・多目的ホール／304：クリエイトセンター・304号室／文：福祉文化会館・文化ホール
※割引料金有

作 : 工藤直子
構成・脚色・演出 : 桑原裕子
音楽 : 扇谷研人
うた : 花れん

撮影／伊藤華織撮影／伊藤華織

主

新内の楽しみ５
～浄瑠璃が描く、森に息づく物語

新内とは◇時代劇に登場する新内流しは江戸情緒たっぷりの音楽。新内節はお
座敷で鑑賞されてきましたが、音楽でありながら、人間の機微を描いた聴く文
学、演劇でもある、浄瑠璃のひとつです。なかでも新内は艶やかな音色の三味
線と哀切な節と声が特徴です。お座敷のように身近にマイクを通さない新内節
をお楽しみください。

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：窓口／☎／web

9.8日 14：00開演／13：30開場 多目的ホール 発売中!!9.10 火
14：00開演／13：45開場
304号室

森を畏れ森に癒され森とともに生きてきた
日本のくらし。有名な古典「葛の葉」と、わく
わくするような寓話風の書き下ろし新作「野
分の森」。書とのセッションもあり、たっぷ
りと贅沢な一時間半です。

「音を楽しむこと♪
  音楽が好きであること♪」
箏は初めて触ったその日で
も、美しい音や、自分らし
い音を出す喜びを知ること
ができる楽器です。音楽の
授業で落ちこぼれていても
大歓迎！一緒にお箏を弾い
てみましょう♪

爪をレンタルされる方は13：30にお集まりください

主

＜出演＞
浄瑠璃：新内志賀
三味線：新内志賀桜
三味線（上調子）：新内志賀日向
ゲスト（書家）：大久保青空

＜出演＞ 西（上方落語）桂 雀太／桂 そうば
　　　　  東（江戸落語）桂 宮治／入船亭 小辰　※演目は当日のお楽しみ

主

フレンドシップ
ガラ・コンサート2019

〔番外編〕横山佳世子の邦楽サロン
おことで音楽をしてみよう♪

＜プログラム＞
第1部
おとなもこどもも楽しんじゃお！
・はらぺこあおむし
・パプリカ  ほか
第２部
華麗なるクラシックの世界
・プーランク作曲フルートソナタ
   ほか

全席自由／1,500円（当日2,000円）／小学生以下無料
※小学生以下のお子様は必ず保護者同伴でお越しください
チケット：窓口／☎
 地球音楽隊『フレンドシップ』事務局

     FAX 0797－57－0643

全席自由／1,000円／当日1,200円　チケット：窓口／☎／web
※就学前のお子様はご遠慮ください

1,000円
対象：小学４年生～中学３年生
申込：☎／web

8.4日 8.8 木
10：15開演／10：00開場 14：00開講
センターホール 発売中!! センターホール 受付中!! センターホール 発売中!!

共 究極の合唱
＜THE対決 男声vs女声、そして仲良く混声＞

8.10土
17：00開演／16：30開場

＜プログラム＞
・大地讃頌
・いざ起て戦人よ
・おてもやん
・しゃぼん玉
・唱歌の四季（朧月夜／茶摘
   ／紅葉／雪／夕焼小焼）
・落葉松　ほか

共

全席自由
3,000円／高校生500円／中学生300円／小学生100円／乳幼児10円
当日
3,500円／高校生1,000円／中学生500円／小学生300円／乳幼児100円
チケット：窓口／☎
 安田音楽制作事務所 080－4761－8203

全席指定／2,500円／シ 障 2,000円／青 1,000円
小学生以下：500円
チケット：窓口／☎／web／Ⓛ54353／Ⓟ493－919／ⓔ
※３歳以下のお子様はご遠慮ください

10.14 月・祝・15火
14日（月祝）Ⓑ10：00／Ⓐ11：30
15日（火）   Ⓐ10：00／Ⓑ11：30
対象：Ⓐ３ヶ月～１歳５ヶ月
　　  Ⓑ１歳６ヶ月～３歳０ヶ月 ※月齢は目安です。

１組（子ども1人＋保護者1人）1,000円
追加1人につき500円
※動きやすい服装がおすすめです

申込：☎／web

いろんな音、いろんな手触り、はじめての匂い……
「たくさんの感覚」をつかって物語を旅する、演劇ワークショップです。

『お空のせかい』
『海のなかのせかい』

あかちゃんとおとなのための 演劇ワークショップ ―物語を旅する―

託児室

主

桂 雀太 桂 そうば

主

8/7受付開始!!
公演予定時間は共に約45分

ibabun×落語シリーズ

入船亭 小辰桂 宮治

©SHINGO Yoshizawa©SHINGO Yoshizawa



シ＝65歳以上　障 ＝障害者及びその介助者　青 ＝24歳以下　 ＝託児有（有料）　 ＝音楽　 ＝落語　 ＝演劇　 ＝映画　 ＝ワークショップ

「万引き家族」（120分）
20周年記念 バリアフリーコンサート
～バリ島の光 音のプリズム～ Vol.37

いばらきオペラ亭 Vol.34
≪電話≫

クオリア エキサイティング
クラシックコンサート

IL DEVU コンサート＜茨木場所＞

Angel Harmony Vol.11
歌の宝石箱

第10回 茨木新作音楽展

第50回 桂塩鯛茨木落語会第137回 茨木マイホームサロンコンサート
40周年記念 PartⅡ

＜プログラム＞
J.S.バッハ：「シャコンヌ」
　無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第２番
ヴィエニャフスキ：ヴァイオリン協奏曲第2番
シューベルト：ピアノ五重奏曲「鱒」
フィビフ：ピアノ四重奏曲

＜出演＞
〈ピアノ部門大賞〉
芝野速大
〈ヴァイオリン部門審査員特別賞 特別出演〉
高校生部門：大本和司／中学生部門：渡邊紗蘭
〈共演アーティスト〉
大谷玲子　大江のぞみ　林 裕
吉田 秀　松本昌敏

  プログラム
ブラームス：５つのワルツ Op.39
ビゼー：カルメン幻想曲
ローゼンブラット：不思議の国のアリスの冒険
ラフマニノフ：組曲第2番 Op.17

  プログラム
ベートーヴェン：ピアノソナタ第10番ト長調 Op.14-２
ラヴェル：水の戯れ
シューマン：アラベスク ハ長調 Op.18
シューマン：ピアノ・ソナタ第３番ヘ短調 Op.14

全席自由／1,000円
大阪映画センター会員900円
※PG-12
※就学前のお子様はご遠慮ください

チケット：窓口／☎
 大阪映画センター 06－6719－2233

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：窓口／☎／web／Ⓛ55785

10.9 水 10.12土
10.19 土・20 日

11.9 土

9.28土

9.14 土
10：30／14：00／19：00 各30分前開場

センターホール 発売中!! 16：00開演／15：30開場 センターホール14：00開演／13：30開場
センターホール
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（100分）

2020年1.20 月
10/9（水）発売開始!!

8/7発売開始!!
8/28発売開始!!

9/6発売開始!!

＜プログラム＞
糸（中島みゆき作詞・作曲／信長貴富編曲）
春に（谷川俊太郎詩／木下牧子作曲・編曲）
ポル・ウナ・カベサ（森田花央里編曲）ほか
※出演者、曲目は都合により変更になる場合がございます

全席自由／2,500円／学生1,500円
チケット：窓口／☎／web
 ohsawa-h@osaka-seikei.ac.jp（大澤）

全席自由／1,000円／3歳以下無料
チケット：窓口／☎／web
 茨木市音楽芸術協会 050－3628－7500（下村）

全席指定
2,500円／当日3,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：窓口／☎
 米朝事務所 06－6365－8281

＜プログラム＞ 
シューベルト：岩の上の羊飼い ほか
全席自由／1,500円／小中学生1,000円
チケット：窓口／☎／web
 茨木市音楽芸術協会 072－635－8403（飯嶋）

全席指定
2,000 円／シ 障 1,500 円／青 1,000円
小学生以下500 円 ※３歳以下膝上鑑賞無料
チケット：窓口／☎／web／Ⓛ57274

全席指定
3,500円／シ 障 3,000円
青 1,000円 
※就学前のお子様はご遠慮ください 

チケット：窓口／☎／web／Ⓛ55797／Ⓟ149－398

全席自由
1,500円／ペア2,500円（当日は各500円増し）／３歳以下無料
チケット：窓口／☎／web（ペアチケット取り扱いは窓口・☎のみ）
 バリアフリーコンサート企画 072－622－9928

バリ・ガムランと洋楽のコラボレーション
＜プログラム＞
第１部：バリガムランと舞踊
第２部：いろがみの詩 
　　　　～日本歌曲とガムラン 夢の共演～
＜出演＞
ギータ・クンチャナ（ガムラン）
プスパ・クンチャナ（舞踊）
小西潤子（ソプラノ）田中良和（テノール）
石原光世（ピアノ）花山教子（手話）
賛助出演：岡本倫子（メゾソプラノ）
村崎 愛（ピアノ）ほか

企画：石原光也　木村孝夫　

言葉を使わずに、身振りや表情で表現する
パントマイムの魅力たっぷり！単純明快！
だけどなんだかカッコイイ！

野を超え山を越えひたすら走る！
海もジャングルも宇宙も走る！走って転んで！
ひっくり返ってまた走る！！
何から逃げてる？どこへ向かう？ここはどこ？
私は誰？
走って走って走り続けるこの男の行く先は？

アメリカで生まれた、楽しい１幕もののオペラ「電話」。
明るい日常をあらわした、愛とユーモアあふれる物語。
長電話のルーシーと、それを待つボーイフレンド・ベン
の行く末は…！？
今回はアメリカで活躍した作曲家をフューチャーし、オ
ペラだけでなく歌曲の演奏も！

選ばれた若き演奏家と、国内外で活躍する
トップアーティストが共演！ 第71回カンヌ国際映画祭

最高賞受賞作

火曜日の音楽サロン火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽サササササササササササササササササササササロロロロロロロロロロロロロロロロロロンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンサササササササササササササササロロロロロロロロロロロロロロロロロサササロロロロロロロロロロンンンンンンンンンンンンンンンンンンンサササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササロロロロロロロロロロロロロンンンンンンンンンロロロロロロロロサササササササロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ火曜日の音楽サロン

〈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）／◎福祉文化会館 （オークシアター）８月１７日（土）～１８日（日）

チケットのお求め／お問合せ

◆窓口チケットカウンター（9：00～17：00） ◆web予約・購入 ◆その他の販売所（取扱いのない公演もあります）

◆電話予約（9：00～17：00）

・クリエイトセンター1階
・福祉文化会館3階

窓
口
引
取
り
（
７
日
以
内)

窓
口
引
取
り
（
７
日
以
内
）

郵
便
振
込

（
５
日
以
内
）

郵便振込（5日以内)

【口座】00970－7－190576
【加入者名】茨木市文化振興財団

（郵便局備え付け用紙）
振込手数料はご負担願います払込取扱票

郵送引取り※1

072－625－3055

要手数料108円
（７日以内）

郵
送
引
取
り
※1

郵
送
引
取
り
※1

窓
口
引
取
り

（
当
日
可
）

クレジット
支払い

コンビニ
精算・受取

セブン－
イレブン

www.ibabun.jp
要ユーザー登録（無料）

Ⓛローソンチケット 0570－000－407 (オペレーター)
　Lコード予約 0570－084－005
　http://l-tike.com ※ローソン、ミニストップ
Ⓟチケットぴあ 0570－02－9999
　https://t.pia.jp ※セブン-イレブン
ⓔイープラス　http://eplus.jp ※ファミリーマート
※各コンビニで直接購入できます

●主催公演の発売初日は電話・web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、変更をご希望の場
合はお申し付けください。
●前売券完売の場合は当日券の販売はございません。

ご注意ください

※1 チケットの郵送をご希望の場合は、別途400円ご負担願います。

ミゲル・カモンィス ファド・コンサート
Fado no Japão2019茨木公演

原明日香＆山田千愛
２台ピアノによるデュオ・リサイタル

11.12 火

10.22 火・祝

主

全席指定／１公演2,500円
　　　　　３公演セット6,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください

チケット：窓口／☎／web／
　　　　 Ⓛ55811／Ⓟ149－402

全席指定
2,000円／青 1,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください

チケット：窓口／☎／web／
Ⓛ55738／Ⓟ149－383

主

次回予告

主 横山佳世子の邦楽サロンVol.18

舞い奏でる序破急
いいむろなおきマイムカンパニー for KIDS
「走れ！走れ！！走れ！！！」

共
共

共

共話 題 の 映 画 ＠ 茨 木

尾崎未空 ピアノ・リサイタル
12.17火

出演：黒木華 樹木希林 多部未華子 ほか

～リスボン―港町の夜に
　　情感あふれる歌声が響く～

～大胆に、繊細に、
　　　ほとばしる情熱～

～卓越した技巧  豊かな歌心～

ルーシー
長町香里

ベン
下林一也

ピアノ
岡本佐紀子 ＜出演＞

いいむろなおき　田中啓介　三浦 求
谷 啓吾　羽田兎桃　茂木健一　小山ゆうま
橋本昌也　黒田ゆかり　川島由衣

16：00開演／15：30開場
センターホール 発売中!!

14：30開演／14：00開場
センターホール

14：00開演／13：30開場
センターホール 発売中!!

10.5 土 センターホール 発売中!!
14：00開演／13：30開場

総重量約500㎏の重量級クラシック・ボーカル・グループ
メンバーは、普段オペラ歌手として第一線で活躍しているテノール
の望月哲也・大槻孝志、バリトンの青山 貴、バスバリトンの山下浩
司、歌い手が厚い信頼を寄せている全国引っ張りだこのピアニスト
河原忠之による太メン5人。
2011年コンサート・デヴュー。オペラ歌手として活躍しているメン
バーのダイナミックな歌唱、あたたかいハーモニーで人気を集める。
2013年に日本コロムビアよりデビューアルバム『DEBUT』を、2015
年に２ndアルバム「NUKUMORI」をリリース。「行列のできる法律相
談所」や「ノン・ストップ」等に出演。結成以来、全国各地で豊か
な歌声でファンを魅了している。2019年１月「ＮＨＫニューイヤ
ーオペラコンサート」に出演を果たした。

14：00開演／13：30開場
センターホール 発売中!!

センターホール
18：00開演／17：30開場

11.23 土・祝11.4 月・休 センターホール
14：00開演／13：30開場

写真：堀川高志（Kutowans studio）写真：堀川高志（Kutowans studio）

8/7予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ
8/21予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ

主

9.21土

10.26土 14：00開演／13：30開場
LIVE302 発売中!!

  ファドとは
ポルトガル・リスボン生まれの大衆歌謡。哀愁に満
ちた旋律が特徴。ポルトガルギターとギターを伴奏
に、リスボン人の魂を歌いあげます。
2011年、ユネスコ無形文化遺産に認定。

共

共

主

発売中!!

伝統ある地歌箏曲と平成に誕生した
箏・二十五絃箏の演奏、そして舞踊との
コラボレーション！

＜プログラム＞ 
地歌「鐘が岬」
二十五絃箏曲「物云舞」
豆知識や鑑賞ガイド、
座ったままでの日舞体験も！
＜ゲスト＞
ごん乃 ゆい

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：窓口／☎／web

14：00開演／13：40開場
センターホール 舞台上特設サロン

主

茨木市音楽芸術協会あっちこっちコンサート
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