
新型コロナウイルス感染症の影響により、予定している公演等が中止または延期となる場合があります。
最新情報はホームページにて随時発表しております。

・・6月  2日  茨木マイホームサロンコンサート
・6月12日  茨木ハチマル落語会「桂南天の会」(３月６日からの振替公演)
・6月13日  上方落語五流派競演会Vol.14　　　・6月21日  フレンドシップ ガラ・コンサート2020
・7月17日  茨木・午後の音楽会 望月哲也＆朴葵姫 シューベルト「美しき水車小屋の娘」
・8月14日、15日、16日  トリコＡ「へそで、嗅ぐ」

中止公演

・7月  9日→11月13日に再延期  Koki Kuroiwa & Masakazu Inui Piano Duo Recital（4月9日からの振替公演）延期公演

新型コロナウイ

News  LetterI B A B U N News  LetterI B A B U NI B A B U NI B A B U N －次なるわたしへ
【編集・発行】
（公財）茨木市文化振興財団

2020年６月・７月
No.83

シ＝65歳以上　障 ＝障害者及びその介助者　青 ＝24歳以下　 クリエイトセンター   福祉文化会館   その他

7.4 土 7.5 日

7.31金 

茨木コテン劇場
～古典落語とクラシカルシネマ～

横山佳世子の邦楽サロンVol.20 
特別豪華Version

第21回 ピュアモーレ ポロニアコンサート
【振替公演】

＜出演＞ ピアノ：木村 葵、中川紗瑛、荻野由里可、植木藍子、竹田瞳花、
　　　　　　　　齊野晴香、後藤真利子

ヴァイオリン：前田柚子、右山みを
声楽：中塚沙貴

＜出演＞
横山佳世子、野澤徹也、齊藤舞歌
KOTO-FAI合奏団
<曲目>
沢井忠夫：黒田節による幻想曲
沢井忠夫：秋の幻想曲
松村禎三：幻想曲～箏のための
中能島欣一：さらし幻想曲
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

＜出演＞
桂 米紫 落語：「天神山」 映画：「ローマの休日」

全席指定／1,800円／シ 障 1,600円
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：窓口／☎／web／Ⓛ54318／ⓔ

全席自由／観覧無料 ※就園前のお子様はご遠慮ください

13：00開演／12：30開場
6/2予約開始!!センターホール

13：00開演／12：30開場
センターホール

主

＜講師＞横山佳世子　　申込：☎／web　料金：1,000円
※小学4年生～中学３年生対象 爪をレンタルされる方は13：30にお集まりください。

邦楽サロン番外編
おことで音楽をしてみよう♪

プラザdeアカペラ

主

センターホール 舞台上特設サロン 6/4予約開始!!
14：00開演／13：40開場

14：00～16：00
センターホール 7/1受付開始!!8.5水

8.29土

主

共

第6回茨木ハチマル落語会
東西落語ユニットwe（ウィー）

アンブレラスカイプロジェクト
「親子で楽しむ傘アート」

話題の映画＠茨木
「おまえうまそうだな」

主

全席自由
前売1,300円／当日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／ⓔ

＜出演＞
【上方落語】
桂 雀太、桂 そうば
【江戸落語】
桂 宮治、入船亭小辰
※演目は当日のお楽しみ

500円 お子様が複数の場合は、おひとりにつき500円
申込：☎／web

不要になったビニール傘に、
子どもたちが自由にお絵描
きをするワークショップです。
子どもたちが作った傘は、関
連イベント「プラザ de アカ
ペラ」でクリエイトセンター
に飾り付けます。自分だけの
オリジナル傘をクリエイトセ
ンターに飾り付けよう！

原作：宮西達也（ポプラ社刊）
監督：藤森雅也

＜声の出演＞
お母さん：原田知世
ウマソウ：加藤清史郎
片目のバクー：別所哲也

全席自由／1,000円
大阪映画センター会員 900円
親子ペア（子ども1名+保護者1名） 1,500円
子ども（中学生以下） 700円
チケット：窓口／☎
※３歳未満膝上無料

8.27木8.10 月・祝8.6木 7/2予約開始!!多目的ホール
6/15受付開始!!多目的ホール

7/7発売開始!!センターホール
14：00開演／13：30開場①10：00～10：45

②11：00～11：45
③13：00～13：45
④14：00～14：45

10：30／14：00開演 各30分前開場

共 共

 大阪映画センター 06－6719－2233

関連企画



7 月

日 開演時間 場所 公演名 料金 問合せ

4土 14：00 セ
横山佳世子の邦楽サロンVol.20
特別豪華Version

1,500円 （公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055

5日 13：00 セ
茨木コテン劇場
～古典落語とクラシカルシネマ～

1,800円※ （公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055

23木 13：30 文
ー気まぐれ音楽サロンVol.１ー
ジブリとClassicⅡ

1,000円※ INUI MUSIC SALON 080－4761－6820(乾)

31金 13：00 セ
第21回 ピュアモーレ ポロニアコンサート 
【振替公演】

観覧無料 （公財）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／文：福祉文化会館・文化ホール　※割引料金有

〒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

公益財団法人 茨木市文化振興財団
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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）についてチケットのお求め／お問合せ

いばらきオペラ亭Vol.37 中孝介コンサート

<プログラム>
G.ドニゼッティ《愛の妙薬》

<出演>
アディーナ：髙木有紀
ネモリーノ：谷村悟史
ベルコーレ/ナビゲーター：池田真己
ドゥルカマーラ：石原祐介
ジャンネッタ：板橋亜胡
ピアノ：伊原敏行

※都合により、出演者、演奏曲目等に変更のある場合が
ございます。予めご了承ください。

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／Ⓛ54484

全席指定／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

偽の惚れ薬“愛の妙薬”をめぐる大ヒット喜劇オペラ。

9.26土 11.29 日

共
14：00開演／13：30開場

主

センターホール 6/17発売開始!!
16：00開演／15：30開場
センターホール 7/18発売開始!!

◆窓口チケットカウンター（9：00～17：00）

◆web予約・購入 … www.ibabun.jp
     要ユーザー登録（無料）

◆その他の販売所（取扱いのない公演もあります）

◆電話予約 ………… 072－625－3055
   （9：00～17：00）

・・クリエイトセンター1階
・福祉文化会館3階

Ⓛローソンチケット 0570－000－407 (オペレーター)
　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
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