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10月
日（曜日） 開演時間 場所 公演名 料金 問合せ

2金 19：00～
20：45 プ クリプラ呼吸コンサート2020 表紙参照 MASSHI project 090－3621－0497

10土 14：00 セ 茨木市音楽芸術協会 あっちこっちコンサート
おもひで～日本のうたの玉手箱～ 1,000円 茨木市音楽芸術協会 050－3628－7500（下村）

11日 14：00 セ 横山佳世子の邦楽サロンVol.21
三種の箏と二管の笛による阿吽の呼吸 完売御礼！ （公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055

15木
①10：30
②14：00
③19：00

セ 話題の映画＠茨木 「嘘八百 京町ロワイヤル」 1,000円※ 大阪映画センター 06－6719－2233

22木
23金
24 土

表紙参照 多 あかちゃんとおとなのための演劇
ベイビーシアター「ミクロコスモス」

1組（子ども1人+
保護者1人）1,000円

表紙参照
（公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055

31土 13：00 文 2020ストロベリーコンサート 無料 増谷 072－638－4400

11月
日（曜日） 開演時間 場所 公演名 料金 問合せ

4水 11：00 セ いばらき ワンコインコンサート Vol.1
～バラ色のピアノと弦楽四重奏 500円 （公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055

9月 14：00 セ 魅惑のタンゴ・シャンソン・カンツォーネ 無料 090－4768－5571（上田）

13金 18：00 セ Koki Kuroiwa & Masakazu Inui
Piano Duo Recital 【再振替公演】 3,000円※ INUI MUSIC SALON 080－4761－6820（乾）

14土 18：00 セ 第五十一回 桂塩鯛茨木落語会 2,500円
(当日3,000円) 米朝事務所 06－6365－8281

28土 14：00 セ いばらきオペラ亭Vol.38 メリー・ウィドウ 1,800円 （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／プ：クリエイトセンター1階プラザ
※割引料金有

10.11日
10.2金

10.10土

10.15木

Vol.21
三種の箏と二管の笛による阿吽の呼吸

クリプラ呼吸コンサート2020
箏と弦楽四重奏と朗読

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

料金：感銘をいただいた
方のみお帰りの際2,000
円お支払いください

14：00開演／13：40開場＜出演＞
箏：横山裕子
弦楽四重奏：Poco a Poco
朗読：土方淳子

十三絃、十七絃、二十五絃からなる
三種の箏。
尺八とクラリネットによる二管の笛と
の心揺さぶる黄金の音色

宇宙とからだの冒険をテーマに、わた
したち自身の可能性を探す演劇作品。
あかちゃんとおとなが鑑賞体験をつ
うじて、せかいを、わたしを、あなた
を、そっとやさしく見つけます。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本号掲載のイベントにつきましても中止又は延期する可能性がございます。最新情報
はホームページでご確認いただくかお電話でお問合せ願います。
　ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

横山佳世子の邦楽サロン横山佳世子の邦楽サロン

― 言葉で歩く、言葉で旅する ― 街歩きワークショップ

横山佳世子

主＝主催　共 ＝共催　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

共

19：00～20：45

  MASSHI project  090－3621－0497（大澤）
申込：☎／web

全席指定／来場者入場料：1,000円／配信視聴料：1,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください 
チケット：財団での取り扱いはございません
 茨木市音楽芸術協会 050－3628－7500（下村）

茨木市音楽芸術協会
あっちこっちコンサート
おもひで ～日本のうたの玉手箱～

共

14：00開演／13：30開場
発売中！！センターホール

プラザ
申込受付中！！

発売中！！センターホール

センターホール 舞台上特設サロン

10.17土・18 日

道
みち

行
ゆき

ワークショップ －ザ・ストレンジャーズ・リリシズム－

定員：10名
参加料：3,000円（2日間セット) 
対象：高校生以上／両日参加可能な方
服装：なるべく歩きやすい靴・動きやすい服装でご参加ください。
申込：☎／web

①10：30 ②14：00 ③19：00上映
各30分前開場 13：30～16：30 ※両日とも

受付中！！202号室＋茨木市内各所

主

場所を観察し、都市に暮らす人々の姿
を俯瞰的にみつめる演劇作品を多数
発表してきた劇作家・演出家の林慎
一郎が、ゲスト講師に志人（作詞家・
音楽家）を迎え「道行（みちゆき）」を
テーマに行う街歩きワークショップ。
見慣れた街が変貌する＜言葉の旅＞
を体感してください。

 話題の映画＠茨木
「嘘八百 京町ロワイヤル」

＜出演＞
中井貴一　佐々木蔵之介　広末涼子
友近　　　加藤雅也　　　ほか
全席自由／1,000円
大阪映画センター会員 900円
チケット：窓口／☎　※就学前のお子様はご遠慮ください
大阪映画センター 06－6719－2233

共

10.22木

        23金

        24 土  

あかちゃんとおとなのための演劇 
ベイビーシアター「ミクロコスモス」

参加料：１組 1,000円（子ども１人+保護者１人）
※追加１人につき500円

大人（18歳以上）1人 1,000円
申込：☎／web

Ａ：０歳３ヶ月～１歳５ヶ月
Ｂ：１歳６ヶ月～３歳０ヶ月

主

haruhiro sakoharuhiro sako

haruhiro sakoharuhiro sako
受付中！！
多目的ホール ほか

いばらき ワンコインコンサート
Vol.1～バラ色のピアノと弦楽四重奏～

全席自由／500円
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：窓口／☎／web

平日のブランチタイムの１時間。ちょっと
優雅にクラシック。第一弾はピアノと弦
楽四重奏。学校で習ったあの名曲。ＴＶ
や街中で耳にするあの名曲たちを茨木市
に拠点をおく「アマービレフィルハーモニ
ー管弦楽団」の演奏でお楽しみください。

主

主

11.4 水 発売中！！センターホール

11：00開演／10：30開場

＜講師＞

林 慎一郎
（劇作家・演出家）

志人
（作詞家・音楽家）

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

11：00（Ａ）／14：00（Ｂ）

11：00（Ｂ）／14：00（Ａ）

11：00（Ａ）／14：00（Ｂ）

あの“開運！お宝コメディ”がスケー
ルも、面白さも、開運招福度も、ま
すますパワーアップ！

振替公演

■中止のお知らせ ・11月29日　中孝介 コンサート2020　　・2021年１月24日　あたらしいうた中止

完売御礼



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
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）

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110円
（７日以内）

郵
送
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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)
　　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410円ご負担願います。

いばらきオペラ亭Vol.38《メリー・ウィドウ》

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／Ⓛ54631

11.28 土

主

主

主
14：00開演／13：30開場
センターホール 発売中!!

第五十一回 桂塩鯛茨木落語会

文楽の魅力（仮）

茨木・午後の音楽会
正戸里佳 ヴァイオリン・リサイタル「パリの散歩道」

第23回 音芸協コンサート
あなたの街のオーケストラ ～アマービレフィルと行く音楽の旅

11.14 土
11.14 土 12.6 日

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

＜出演＞
桂 塩鯛
「遊山船」
「はてなの茶碗」
桂 ひろば
「笠碁」
桂 りょうば
「開口一番」

＜講師＞ 森田かずよ

＜講師＞ 杉田篤史

参加料：1,000円
申込：web

参加料：1,000円
対象：障がいのある人もない人も、ダンス経験・年齢に
　　　関わらずどなたでも
定員：15名程度
※動きやすい服装でご参加ください。
※就学前のお子様は保護者の方と参加してください。
申込：☎／web

＜出演＞
ヴァイオリン：正戸里佳
ピアノ：望月優芽子

◆第一部
　弦楽合奏　モーツァルト：ディベルティメント  ほか
◆第二部
　昭和を彩るアニメソング作品

＜出演＞
齊藤舞歌　　福原彩乃
川端いづみ　　池田真己
アマービレフィルハーモニー管弦楽団  ほか

＜プログラム＞
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ第5番 KV.305
ショパン（イザイ編曲）：ワルツ第14番 ホ短調 遺作
ショパン（サン＝サーンス編曲）：ノクターン第16番 変ホ長調 Op.55-2
サン＝サーンス：ヴァイオリン・ソナタ第1番 Op.75
リリ・ブーランジェ：春の朝に
ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女 ほか

18：00開演／17：30開場
14：00～16：00

Zoomを使用したリモートワークショップ 10/1受付開始!!

14：00開演／13：30開場

全席指定／3,000円／シ 障 2,500円／青 1,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：☎／web／Ⓛ54759／Ⓟ178－778

全席指定
3,000円／シ 障 2,500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／Ⓛ54828／Ⓟ500－592

全席指定
3,000円／シ 障 2,500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／Ⓛ54825／Ⓟ178－782

共

長くパリを拠点にする二人による、演奏とトークで歩く
美しいパリの街風景。
地図を片手にパリを散策しませんか？

古典音楽から昭和を彩るアニメソングまで。
茨木市に拠点をおく アマービレフィルハーモニー管弦
楽団と、茨木市音楽芸術協会の仲間たちが夢の共演！

子どもも大人も楽しい！
あ、そうだったんだ！
大阪の文化≪文楽≫を
気軽に！楽しく！細部ま
で！

F.レハール作曲（日本語上演・抜粋）
直訳すると“陽気な未亡人”になる今作はハッピーエンドで終幕する
喜劇！誰もが口ずさみたくなる名曲ワルツなど聴きどころたっぷり。

リモートワークショップ！
初めての方もチャレンジ！作詞作曲をしてみま
しょう！

義足のダンサー・女優 森田かずよの
身体表現ワークショップ

　Koki Kuroiwa＆Masakazu Inui 　    
　Piano Duo Recital

障害のある人もない人も
いっしょに踊ろう！

つくろう！“わたしのうた”
誰でもできる作詞作曲講座

共

＜プログラム＞
S.ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第3番
F.リスト：≪パガニーニ大練習曲≫より
　　　　「ラ・カンパネラ」
P.Iチャイコフスキー：組曲≪くるみ割り人形≫

全席自由
3,000円／学生2,000円
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：窓口／☎／web
 INUI MUSIC SALON 080－4761－6820

11.13金

11.15 日

18：00開演／17：30開場
センターホール 発売中!!

主

主

12.1火

全席指定／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／ⓔ

視聴料金：1,000円
視聴券購入方法などは財
団webで！

＜出演＞
林家花丸　桂 福丸　月亭遊真
※演目は当日のお楽しみ
※ミニトークコーナーあり

はんなりはなやかな語り口が魅力の
林家花丸と、花丸が選ぶ精鋭メン
バーによる“いろとりどり”な落語会。

＜会場変更のお知らせ＞
本公演は前号でお知らせした多目的
ホールからセンターホールに会場変
更し、全席指定にて開催させていた
だきます。

「林家花丸のいろとりどり寄席」
本格的な生の落語を、気軽に、約「80分」でお楽しみいただく落語会

主

次回予告

「桂南天の会」

林家花丸 桂 福丸 月亭遊真

2021年3.5 金

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

センターホール 11/18発売開始!!
14：00開演／13：30開場
2021年1.17日

本公演は2019年10月12日、2020年３月８日の再振
替公演です。チケットをお持ちのお客様は、公演日ま
で大切にお持ちください。

「ダンス」といって何を思い浮かべ
ますか？Hiphop？アイドル？それ
ともフォークダンス？年齢、国籍、
障害の有無は一切問いません。
それぞれの身体の特徴を感じ活
かし合いながら、あなただけのダ
ンスを一緒に創ってみませんか？

再振替公演
共

　　　   あっちこっちコンサート
Angel Harmony
～歌の宝石箱Vol.11

第140回 茨木マイホームサロンコンサート
〈ニューイヤーコンサート〉

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）

2021年1.15 金

2021年2.28 日

2021年1.31日

14：00開演／13：30開場

共

14：00開演／13：30開場
センターホール

主

©国立文楽劇場©国立文楽劇場

11/18予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ

発売中！！センターホール

14：00開演／13：30開場
10/31予約開始!!※初日は☎・ｗebのみセンターホール

14：00開演
センターホール 9/30予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ

発売中！！
センターホール

12月予約開始予定

ハンナ
矢野文香

ヴァランシェンヌ
東 里桜

ナビゲーター
清原邦仁

ピアノ
須山由梨

ダニロ
奥村 哲

カミーユ
川野貴之

カスカーダ
福西 仁

ツェータ男爵
池田真己

齊藤舞歌 川端いづみ 池田真己 アマービレフィルハーモニー管弦楽団福原彩乃

LIVE302

14：00～16：00
10/2 受付開始!!多目的ホール

オンライン配信企画 “耳でたのしむ”ホール公演
　　　　　　　　  「東西落語ユニットwe」

※10月28日（水）23：59まで視聴可能

10.22 木

ホールの臨場感を、ラジオを
聴くような気軽さでお楽しみ
いただく新企画！
（８/27開催公演の収録音声の
配信です。映像はありません。）

10：00～配信開始！

10/15発売開始!!

再振替公演

シ＝65歳以上　障 ＝障害者及びその介助者　青 ＝24歳以下　主＝主催　共 ＝共催　 クリエイトセンター   福祉文化会館 ＝音楽　 ＝落語　 ＝演劇　 ＝映画　 ＝ワークショップ
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