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施設利用（貸館）について

参加・観覧：無料12.17 木
〒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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福祉文化会館

12月
日（曜日） 開演時間 場所 公演名 料金 問合せ

1火 14：00 セ 第7回茨木ハチマル落語会
「林家花丸のいろとりどり寄席」

1,300円
(当日1,500円) （公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055

6日 14：00 セ 茨木・午後の音楽会
正戸里佳「パリの散歩道」 3,000円※ （公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055

13日 14：30 セ
アマービレフィルハーモニー管弦楽団
日本オーケストラ連盟加入記念公演
～茨木公演～

一　　般  3,500円
楽団会員  3,000円

（一社）アマービレフィルハーモニー
管弦楽団事務局 072－697－9888

16水 18：30 セ 人権を考える市民のつどい
「ニュースの裏側から見た人権」 無料（要申込） 茨木市人権センター 072－622－6613

17木
15：30 多 親子でつくろう！ハンドベル 無料

（公財）茨木市文化振興財団 072－625－3055
17：00 プ ハンドベルコンサート 無料

20日 13：00 文 クレアリーピアノ教室発表会 無料 クレアリーピアノ教室 072－623－4414

25金 19：00 多 大阪落語祭「茨木落語会」 1,500円 三栄企画 06－6631－0659

26土 12：30 セ 桐朋学園こどものための音楽教室茨木教室の
生徒によるクリスマスコンサート 無料 桐朋学園こどものための音楽教室茨木教室

072－626－3262（土曜日12：00～15：00）

2021年１月
日（曜日） 開演時間 場所 公演名 料金 問合せ

10日 10：30 文 大翔岳風会第16回吟道大会 無料 野口 06－6380－5751

15金 14：00 L 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＞ 1,500円※ 茨木市音楽芸術協会 072－635－8403（飯嶋）

17日 14：00 セ あっちこっちコンサート
Angel Harmony Vol.11 歌の宝石箱 1,000円 茨木市音楽芸術協会 050－3628－7500（下村）

22金
①10：30
②14：00
③19：00

セ 話題の映画＠茨木 「ジュディ 虹の彼方に」 1,000円※ 大阪映画センター 06－6719－2233

24日 13：00 セ 　岡田潤子と門下生による～ 無料 岡田 潤子 072－633－9681

31日 14：00 セ 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 3,000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／Ｌ：福祉文化会館・LIVE302
プ：クリエイトセンター１階プラザ  ※割引料金有

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

文楽の魅力

いばらきイルミフェスタ灯

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

＜出演＞
指揮：加藤完二
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

＜漫才＞
ねこまんま
（南天・雀喜）

＜出演＞
ハンドベルアンサンブル〈星の雫〉
＜プログラム＞
きよしこの夜　エーデルワイス ほか

身近にある紙コップを使って、ハンドベ
ルを作りましょう。楽器にもオーナメン
トにも！

　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。ご来場の際は感染症予防にご協力ください。詳細は財団webをご覧ください。

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

いばらきイルミフェスタ実行委員会

主

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

■■中止のお知らせ ・１月９日　合唱連盟deハモリンピック中止

2021年1.31日

14：00開演／13：30開場

17：00～24：00（クリエイトセンターは22：00消灯）

センターホール2021年2.28日

12.11金 ～2021年1.24 日

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／Ⓛ54828／Ⓟ500－592

第一部では、文楽の魅力を徹底解説！技の細部まで迫ります！
第二部では、牛若丸と弁慶の伝説でお馴染み「五条橋」をお届けします。

©国立文楽劇場©国立文楽劇場

主

12.1火

多目的ホール 受付中！！

申込み：☎／web　　

全席指定／1,300円（当日1,500円）　チケット：窓口／☎／web／ⓔ ※就学前のお子様はご遠慮ください

＜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。午後のひととき、
笑ってすっきり。多彩な話芸が
堪能できる80分です。

落語３席と漫才　盛りだくさんでお送りします

いばらきの冬の夜空を灯すイルミネーション！
今年はクリエイトセンターもスポットとして、仲間入り！あたたかな
光に癒されにお越しください。

プラザ、ＪＲ茨木駅前、阪急茨木市駅前、市役所前街路樹、
元茨木川緑地（高橋付近）、南茨木駅など

「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

連携企画

ハンドベルコンサート親子でつくろう！ハンドベル

林家花丸 桂 福丸 月亭遊真

17：00開演15：30開講

14：00開演／13：30開場
発売中！！

センターホール

主

年末年始［休館日］のお知らせ

令和２年12月29日（火）～令和３年1月３日（日）

チケット購入・予約／施設予約システム停止のお知らせ
期間：令和２年12月29日（火）0：00～令和３年１月４日（月）5：00

ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

桂 南天 桂 雀喜 桂 天吾

2020年、コロナ禍により多くのコンサート、イベントが中止になり
ました。茨木市音楽芸術協会も例外ではありません。今まで通り皆
さまに音楽をお届けできない状況の中、今しかできない事を探して
実行する活動を続けて参りました。
音芸協にとって１年の集大成であります「音芸協コンサート」も、当
初の企画から大幅に変更せざるを得なくなりました。
しかし、そのおかげで、茨木市に拠点を置き活動されている「アマ
ービレフィルハーモニー管弦楽団」と、はじめてのコラボーレーショ
ンを実現するに至りました。
新しい2021年、未来に希望を託して、皆さまと共に音楽を楽しみた
いと思います。 茨木市音楽芸術協会

14：00開演／13：30開場
発売中！！センターホール

発売中！！

2021年3.5金 14：00開演／13：30開場
「桂南天の会」12/17予約開始！！

プラザ／雨天時：センターホール

＜出演＞



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）
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郵
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）

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。

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」

いばらきオペラ亭Vol.39 《ロメオとジュリエット》 大阪落語祭
「茨木落語会」
12.25 金12.6 日

＜出演＞
ヴァイオリン：正戸里佳
ピアノ：望月優芽子

＜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

＜プログラム＞
ベートーベン：エリーゼのために イ短調 WoO.59
ベートーベン：ロンド・ア・カプリッチョ ト長調 op.129
〈アニメ特集ミュージックマイナスワンによる（コントラバス独奏）〉
久石譲：天空の城ラピュタより「君をのせて」
佐藤秀敏：エヴァンゲリオンより「残酷な天使のテーゼ」
ハーライン：ピノキオより「星に願いを」

＜プログラム＞
A little Jazz Mass（Bob Chilcott）
女声合唱とピアノのための「フランス歌めぐり」
（名田綾子編曲）
映画音楽・慕情、ムーンリヴァー、踊り明かそう ほか

14：00開演／13：30開場

全席指定／3,000円／シ 障 2,500円／青 1,000円
チケット：窓口／☎／web／Ⓛ54759／Ⓟ178－778

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？

ウィリアム・シェイクスピアの戯曲「ロメオとジュリエット」を原作としたオペラ！

ピアノ：望月優芽子

Hisayoshi OsawaHisayoshi Osawa

ヴァイオリン：正戸里佳

全席自由
来場者入場料・配信視聴料1,000円
３歳以下無料
チケット：財団での取扱いはございません　
茨木市音楽芸術協会 050－3628－7500（下村）

＜出演＞
桂 雀太（落語）　桂 源太（落語）
菊地まどか（浪曲）　旭堂南龍（講談）

整理番号付自由席／1,500円
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：窓口／☎
大阪府・大阪文化芸術フェス実行委員会
三栄企画 06－6631－0659

＜出演＞
新内志賀
アンサンブル九条山
吉田光華 ほか

＜出演＞
ピアノ：荻野由里可  木村 葵  中川紗瑛  橋本幸歩
ヴァイオリン：渡部真由香　前田柚子　米岡結姫
笠原優花　　 声楽：中塚沙貴
全席自由／観覧無料 ※就園前のお子様はご遠慮ください

C.グノー 作曲 メルキューシオ：池田真己
ロラン神父：西村明浩
ゲルトルート：椋本かおる
ピアノ：掛川歩美

＜出演＞
ヴァイオリン：山名玲奈　本郷尚子
ソプラノ：田谷野 望　　ピアノ：伊丹千晶
フルート：組谷夏未
全席自由／2,000円　チケット：窓口／☎
※就学前のお子様はご遠慮ください

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。

再振替公演　　　  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
※就学前のお子様はご遠慮ください
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1.22金

2021年3.14 日

結果発表12.5土

2021年3.12 金

2021年3.20 土祝

2021年3.7 日
2021年3.3水

14：00開演／13：30開場

共

発売中！！センターホール

15：00開演／14：30開場
1月発売予定!!センターホール

15：00開演

桂 雀太 桂 源太

ジュリエット：
松浦綾子

ロメオ：
木下紀章

ナビゲーター：
清原邦仁

菊地まどか 旭堂南龍

Vol.37〈愛の妙薬〉公演の様子

発売中！！LIVE302

センターホール 発売中！！

19：00開演／18：30開場

共
 話題の映画＠茨木
「ジュディ 虹の彼方に」

「まほろば」
 新作歌曲による第16回コンサート

全席自由／1,000円／大阪映画センター会員 900円
※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 

全席自由／2,000円
※小学生以下無料
チケット：窓口／☎／web
まほろば21世紀創作歌曲の会

　  komasol@daion.ac.jp

＜出演＞
レネー・ゼルウィガー ほか

「まほろば21世紀創作歌曲の会」による新作歌曲の会

共

①10：30 ②14：00 ③19：00開演
各30分前開場 センターホール 発売中!!

多目的ホール 発売中!!

Vol.22 令和・茨木からの想夫恋

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

今回の邦楽サロンでは、 “邦楽も音楽なのです”という熱いメッセージを音魂
でお届けいたしたく、箏や三味線の無限なる可能性を絶対的価値の芸術音楽
だと信じ作曲され、演奏され、育まれ、次世代にも残る現代邦楽の名作４題
を一切の妥協なしに全身全霊で弾奏することをお約束いたします。
また、日本が誇る巨匠作曲家の名曲と並べるなぞ大変おこがましい事ではご
ざいますが、今、私の内的に燃えたぎる箏に対するエネルギーと意志を音に
いたしたく、自作曲も初演させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横山佳世子

横山佳世子の邦楽サロン横山佳世子の邦楽サロン
主

＜出演＞横山佳世子
＜ゲスト＞野澤徹也

14：00開演／13：30開場
センターホール 11/27予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ

センターホール 12/16予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ

センターホール 12/2予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ

共

新内の楽しみ 特別編 
新内浄瑠璃が出逢う松下眞一の世界

音芸協リモートクラシックコンテスト2020

ピュアモーレコンサート
～バラのまち茨木にアンサンブルの華が咲く～

主

主 主

人気公演「新内の楽しみ」特別編は、浄瑠璃という形
で茨木市ゆかりの人や話を取り上げる創作シリーズ。
キリシタン遺物から生まれた「茨木のマリア」、伝承・
研究をもとにした「茨木童子の物語」に続く今回は、新
内志賀が心惹かれた、茨木市出身の世界的な現代作
曲家、松下眞一の世界を浄瑠璃で描きます。(新内志賀）

全席指定／2,500円
シ 障 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／Ⓛ54853／Ⓟ500－580   茨木桐朋会 072－624－8239（山名）

  茨木市音楽芸術協会 050－3628－7500（下村）

13：00開演／12：30開場

18：30開演／18：00開場

ポロニアコンサート

カミングコンサート

1月発売予定!!
センターホール

共

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／Ⓛ54837

第２弾は金管楽器のアンサンブル。
管楽器の花形と言われているトラ
ンペットを筆頭に、華やかな音色で
お届けします。

「新しい音楽様式」一緒に考え、自分らしい場所で音楽を
表現したリモートクラシックコンテストを開催します。コ
ロナ禍に負けずに音楽を楽しみたい！アマチュアクラシ
ックアーティストの次なるステージを応援してみませんか。
音芸協のプロの審査員講評、YouTubeの『いいね！』多
数者には聴衆賞が贈られます。

ハリウッド黄金期の裏側
で、才能に生かされ、才
能に苦しみ、それでも決
してステージを諦らめな
かった伝説のミュージカ
ル女優－。魂で歌いあげ
る「オーバー・ザ・レイン
ボー」に全世界が涙！！

＜出演＞
アマービレフィルハーモニー管弦楽団

2021年3.23火
11：00開演／10：30開場

13：00 リモート配信
茨木市音楽芸術協会（YouTube）

いばらき ワンコインコンサート Vol.2
バラ色の金管五重奏 主

整理番号付自由／500円 ※当日精算可
※就学前のお子様はご遠慮ください
チケット：窓口／☎／web

共

正戸里佳さんからコメント
動画をいただきました！

14：00開演／13：40開場
センターホール 舞台上特設サロン 12/16予約開始!!※初日は☎・ｗebのみ

P.マッカートニー：イエスタディ
C.フランソワ：マイ・ウェイ
 J.コズマ：枯葉　ほか

新内志賀

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　 ＝伝統芸能　 ＝演劇　 ＝映画　 ＝ワークショップ
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