
令和2年3月31日現在

R1-237 ジュスカ・グランペール 令和元年 クリエイトセンター 愛の讃歌 290

コンサート　～情熱の扉2019 5月11日（土） センターホール 組曲 「惑星」よりジュピター

14:00 いばらの花（新曲）

Ｒ１ ほか

R1-238 社会風刺コント集団 令和元年 クリエイトセンター 社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパー 364

ザ・ニュースペーパー-2019- 6月1日（土） センターホール

15:00

R1-239 上方落語五流派競演会 令和元年 クリエイトセンター 林家小染「ふぐ鍋」 372

Vol.13 6月2日（日） センターホール 桂花團治「豊竹屋」

14:00 笑福亭仁智「スタディベースボール」

三遊亭歌る多「町内の若い衆」

桂雀三郎「ちしゃ医者」

桂文珍「天神山」

解説：相羽秋夫

お囃子：なにわの会

R1-240 KAKUTAのとびだす童話 令和元年 クリエイトセンター 作：工藤直子「ねこはしる」（童話屋刊） 277

「ねこはしる」 8月24日（土） センターホール 構成・脚色・演出：桑原裕子

14:00 音楽：扇谷研人

出演：成清正紀　異儀田夏葉　四浦麻希

多田香織　酒井晴江　置田浩紳　森崎健康

吉田紗也美　織詠　高橋乱　矢田未来

細村雄志　桑原裕子　添野豪（ペテカン）

R1-241 クオリア エキサイティング 令和元年 クリエイトセンター 【第9回クオリア大賞受賞者】 186

クラシックコンサート 9月14日（土） センターホール ピアノ：芝野速大

16:00 【審査員特別賞受賞者】

ヴァイオリン：大本和司　渡邊紗蘭

【共演者】

ヴァイオリン：大谷玲子

ヴィオラ：大江のぞみ

チェロ：林裕

コントラバス：吉田秀

ピアノ：松本昌敏

バッハ：「シャコンヌ」

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

R1-242 IL DEVU コンサート 令和元年 クリエイトセンター テノール：望月哲也　大槻孝志 341

茨木場所 10月5日(土) センターホール バリトン：青山貴

14:00 バスバリトン：山下浩司

ピアノ：河原忠之

カッチーニ：アマリッリ、私の美しい人

シューベルト：シルヴィアに

ほか

火曜日の音楽サロン 令和元年 クリエイトセンター

R1-243 Vol.42 10月22日（火祝） センターホール ピアノ：原明日香　山田千愛 197

原明日香＆山田千愛 14:00 ショスタコーヴィチ：２台のピアノのための

2台ピアノによる コンチェルティーノOp.94　ほか

デュオ・リサイタル

R1-244 Vol.43 11月12日（火） ミゲル・カモンィス 253

ミゲル・カモンィス 14:00 ポルトガルギター：月本一史

ファド・コンサート ギター：長野武

R1-246 Vol.44 12月17日（火） ピアノ：尾崎未空 115

尾崎未空 14:00 シューマン：ピアノソナタ第3番 へ短調 Op.14

ピアノ・リサイタル ほか

R1-245 いいむろなおきマイム 令和元年 クリエイトセンター いいむろなおき　田中啓介　三浦求　谷啓吾 248

カンパニーforKIDS 11月23日(土) センターホール 羽田兎桃　茂木健一  小山ゆうま  橋本昌也

「走れ！走れ！！ 14:00 黒田ゆかり 川島由衣

走れ！！！」

R1-247 茨木朗読劇プロジェクト 令和元年 クリエイトセンター 中西和久 196

「川端康成の青春」 12月22日(日) センターホール オーディションに合格した15名の市民参加者

15:00 台本・演出・稽古指導：中西和久

音楽：高橋久美子

演奏：横山佳世子

第247回公演関連事業/ 令和元年 クリエイトセンター 講師：中西和久

中西和久朗読講座 ①5月17日（金） 多目的ホール 20

「川端康成を読む」 ②5月18日(土) 19

14:00～16:00

R1-248 第22回音芸協コンサート 令和2年 クリエイトセンター 【第１部】心に残る映画音楽の世界 297 共同主催：

有村昆と音芸協の仲間たち 1月26日(日） センターホール 【第２部】アリコンと行くスターウォーズの世界 茨木市音楽芸術協会

～アリコンと行く映画音楽 15:00 解説・ナビゲーター：有村昆　指揮：髙谷光信

の世界～ ソプラノ：古瀬まきを　テノール：清原邦仁

ヴァイオリン：石井聡子　オーボエ：斎藤舞

パーカッション：石山歩　エレクトーン：亀井杏菜

ピアノ：石原光世

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）    



R1-249 エブリ・ブリリアント・シング 令和2年 クリエイトセンター EVERY BRILLIANT THING by Duncan Macmillan

～ありとあらゆるステキな 2月22日(土） センターホール with Jonny Donahoe 164

こと～ 14:00 舞台上特設劇場 翻訳・演出：谷賢一

2月23日(日) 出演：佐藤隆太 160

14:00

第249回公演関連事業 令和2年 クリエイトセンター 講師：髙木慶子 24

グリーフケア講演会 1月11日（土） 204号室

悲しみを受け止め、ともに 14:00～16:00

歩むために

第249回公演関連事業 令和2年 クリエイトセンター 講師：谷賢一 18

谷賢一演劇ワークショップ 2月20日（木） 多目的ホール

19:00～21:00

R1 茨木ハチマル落語会 令和元年 クリエイトセンター ミニトークコーナー 151

学習・ 第1回「桂塩鯛門弟会」 5月16日（木） 多目的ホール 桂小鯛「ちりとてちん」

体験事業 14:00 桂鯛蔵「軽業講釈」

桂米紫「厩火事」

第2回「東西落語ユニットwe」 令和元年 入船亭小辰「真田小僧」 157

9月10日（火） 桂そうば「親子酒」

14:00 桂宮治「皿屋敷」

桂雀太「遊山船」

第3回「花丸のいろとりどり 令和元年 林家愛染「みかん屋」 157

寄席」 12月5日（木） 笑福亭たま「源平盛衰記」

14:00 林家花丸「悋気の独楽」

第4回「桂南天の会」 令和2年 新型コロナウィルスにより

3月6日（金） 延期

14:00

R1 茨木コテン劇場 令和元年 クリエイトセンター 落語：桂米紫「崇徳院」 255

学習・ ～古典落語とクラシカル 6月16日（日） センターホール 映画：「心の旅路」(監督：マーヴィン・ルロイ

体験事業 シネマ～ 13:00 映画解説：桂米紫

R1 横山佳世子の邦楽サロン 演奏とお話し：横山佳世子

学習・ Vol.17 令和元年 クリエイトセンター ゲスト：橋爪皓佐 52

体験事業 コト×ギター＋αの音空間 7月7日（日） センターホール

14:00 舞台上特設サロン

Vol.18 令和元年 ゲスト：ごん乃ゆい　福田久恵 51

舞い奏でる序破急 11月4日（月休）

14:00

Vol.19 令和2年 ゲスト：柳原由佳 新型コロナウィルスにより

箏とJazzの出逢い 3月23日（月） 延期

14:00

番外編 令和元年 おことで音楽をしてみよう♪ 8

8月8日（木） 音を楽しむこと♪　音楽が好きであること♪

14:00～16:00 講師：横山佳世子

R1 おくだ健太郎の歌舞伎 令和元年 クリエイトセンター 講師：おくだ健太郎 53

学習・ 超入門講座 7月14日（日） 多目的ホール

体験事業 14:00～16:00

R1 新内の楽しみ 令和元年 クリエイトセンター 三味線と語り：新内志賀 42

学習・ 5～浄瑠璃が描く、森に 9月8日（日） 304号室 三味線：新内志賀桜、新内志賀日向

体験事業 息づく物語 14:00 ゲスト：大久保青空(書家)

新作新内浄瑠璃「野分の森」

新内浄瑠璃「葛の葉」

6～令和の言祝ぎ 令和2年 三味線・上調子：新内志賀桜 42

新内が紡ぐ　万葉のうた 1月16日（木） ゲスト：中川佳代子(和琴)

14:00 古典「子宝三番叟」

新作「万葉の恋唄」

R1 いばらきオペラ亭 クリエイトセンター ナビゲーター：清原邦仁 121 共同主催：

学習・ Vol.34「電話」 令和元年 センターホール ルーシー：長町香里 茨木市音楽芸術協会

体験事業 ～American Composer's～ 9月28日（土） ベン：下林一也

14:00 ピアノ：岡本佐紀子

Vol.35「リゴレット」 令和元年 ジルダ：脇阪法子 170

12月8日（日） リゴレット：伊藤友祐

14:00 マントヴァ公爵：西影星二

スパラフチーレ：東平聞

マッダレーナ：味岡真紀子

ピアノ：前川裕介

ステージング：高木愛

Vol.36「ばらの騎士」 令和２年 元帥夫人：木澤佐江子 新型コロナウィルスにより

2月29日（土） オクタヴィアン：高谷みのり 中止

14:00 ゾフィー：斉戸英美子

オックス男爵：武久竜也

アンニーナ：伊豆田佑香

ピアノ：中谷友香



ステージング：木川田直聡

R1 何か始めてみたい人の 令和元年 クリエイトセンター

学習・ ための体験講座 10月14日（月祝） 託児室 『お空のせかい』

体験事業 あかちゃんとおとなのための ①10:00～10:45 17

演劇ワークショップ ②11:30～12:15 16

～物語を旅する～ 令和元年 『海のなかのせかい』

10月15日（火）

①10:00～10:45 18

②11:30～12:15 16

R1 こどものための 令和2年 クリエイトセンター 講師：茂山千三郎　鈴木実

学習・ 狂言体験講座 ①2月2日（土） 多目的ホール 19

体験事業 「柿山伏」、「菌」に挑戦！ 18:00～20:00

②3月1日（日） 16

18:00～20:00

③3月7日（土） 新型コロナウィルスにより

18:00～20:00 延期

④3月14日（土）

18:00～20:00

[発表] 3月8日（日） クリエイトセンター

15:00～16:00 センターホール


