
公益財団法人茨木市文化振興財団公演実施状況 令和4年3月31日現在

R3-262 上方落語五流派競演会 令和3年 クリエイトセンター 新型コロナウィルスにより

Vol.15 5月2日（日） センターホール 中止

14:00

R3-263 社会風刺コント集団 令和3年 立命館いばらき 社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパー 新型コロナウィルスにより

ザ・ニュースペーパー 6月13日（日） フューチャープラザ 中止

2021茨木 15:00 グランドホール

R3-264 いばらき 令和3年 クリエイトセンター ヴァイオリン：木村修子　石井聡子 202

ワンコインコンサートVol.3 6月30日（水） センターホール ヴィオラ：春田真理子

バラ色の世界一周音楽の旅 11:00 チェロ：山岸亜友美

ピアノ：安達萌

R3-265 三井住友海上文化財団 令和3年 クリエイトセンター ホルン：福川伸陽 290 共同主催：

ときめくひととき 第905回 7月14日（水） センターホール ヴァイオリン：長原幸太 茨木市

茨木・星の音楽会 19:00 ピアノ：津田裕也 大阪府

室内楽の愉しみ～ホルン・ 三井住友海上文化財団

ヴァイオリン・ピアノの融合～

第265回関連事業 令和3年 クリエイトセンター ホルン：福川伸陽 40

0歳からのクラシックコンサート 7月15日（木） センターホール ヴァイオリン：長原幸太

～お子様と一緒にクラシック 11:00 舞台上 ピアノ：津田裕也

音楽の生演奏に触れてみま

せんか～

R3-266 トリコ・Ａ演劇公演2021 令和3年 クリエイトセンター 作・演出：山口茜

「へそで、嗅ぐ」 8月6日(金） センターホール ドラマトゥルク：ウォルフィー佐野

19:00 出演：豊島由香、福角幸子、高杉征司、芦谷康介、 63

8月7日(土) 達矢、佐々木ヤス子、中筋捺喜、温井茜

13:30 88

18:00 45

8月8日（日）

13:30 80

R3-267 クオリア エキサイティング 令和3年 クリエイトセンター 【第10回クオリア大賞受賞者】 183

クラシックコンサート 9月20日（月祝） センターホール ヴァイオリン：首藤主来

16:00 ピアノ：土屋宗太

【共演者】

ヴァイオリン：大谷玲子

ヴィオラ：豊嶋泰嗣

チェロ：上村昇　池村佳子

ピアノ：松本昌敏

R3-268 茨木・午後の音楽会 令和3年 クリエイトセンター テノール：望月哲也 162

望月哲也＆朴葵姫 9月26日(日) センターホール ギター：朴葵姫

シューベルト「美しき水車小屋 14:00

の娘」

R3-269 茨木・午後の音楽会 令和4年 クリエイトセンター →Pia-no-jaC← 308

→Pia-no-jaC←Live 1月16日(日) センターホール

 in IBARAKI 15:00

R3-270 第24回音芸協コンサート 令和4年 クリエイトセンター ツィンバロン：斉藤浩 163

ハーリ・ヤーノシュ 1月30日(日) センターホール 茨木市音楽芸術協会女声アンサンブル

ハンガリーの風 14:00 ローゼンバウム

講談：旭堂南舟

吹奏楽：フィルハーモニック・ウインズ大阪

R3-271 あかちゃんとおとなのための 令和4年 クリエイトセンター BEBERICA theatre company 114

演劇　ベイビーシアター 2月5日(土) 多目的ホール

「What's Heaven Like？」 2月6日(日)

2月7日(月)

各11:00/14:00

R3 社会風刺コント集団 令和4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 288

ザ・ニュースペーパー 3月12日（土） センターホール

2022茨木 15:00

R3-272 いばらき能「小鍛冶　黒頭」 令和4年 クリエイトセンター 能・狂言解説 98

3月13日（日） センターホール 仕舞「高砂」

14:00 お囃子解説

狂言「口真似」

能「小鍛冶　黒頭」

R3-273 unrato＃８『薔薇と海賊』 令和4年 クリエイトセンター 作：三島由紀夫 演出：大河内直子

3月25日(金) センターホール 音楽：阿部海太郎 195

18:00 出演：霧矢大夢　多和田任益　田村芽実

3月26日(土) 須賀貴匡　鈴木裕樹　大石継太　飯田邦博 291

14:00 羽子田洋子　篠原初実　松平春香

R3 中西和久朗読講座 令和3年 クリエイトセンター 新型コロナウィルスにより

学習・ ①5月14日(金) 多目的ホール 中止

体験事業 ②5月15日(土)

14:00～16:00

R3 道行ワークショップ 令和3年 クリエイトセンター 講師：林慎一郎　志人 新型コロナウィルスにより

学習・ ―ザ・ストレンジャーズ・ 5月22日（土） 多目的ホール 延期

体験事業 リリシズム― 5月23日（日）

→

令和4年 10



公益財団法人茨木市文化振興財団公演実施状況 令和4年3月31日現在

3月20日(日)

3月21日(月祝)

各13:30～16:30

R3 子どものための 令和3年 クリエイトセンター 講師：茂山千三郎　中川昌典　廣瀬湧子　黒川亮 新型コロナウィルスにより

学習・ 狂言体験講座 6月5日（土） 多目的ホール 延期

体験事業 6月19日（土）

6月26日（土）

7月3日（土）

→

令和3年

8月15日（日） 17

8月27日（金） 16

9月11日（土） 16

9月22日（水） 16

各18:00～20:00

[発表]
9 月 23 日 （ 木
祝）

クリエイトセンター 16

15:00～16:00 センターホール

R3 茨木ハチマル落語会 令和3年 福祉文化会館 桂米紫「相撲場風景」 130 新型コロナウィルスにより

学習・ 第9回「桂塩鯛門弟会」 6月9日（水） 文化ホール 桂小鯛「がまの油」 延期

体験事業 → 桂鯛蔵「鹿政談」

令和4年

2月16日(水)

14:00

第10回「林家花丸の色とりどり 令和3年 桂源太「初天神」 131

寄席」 9月29日（水） 笑福亭たま「夏の医者」

14:00 林家花丸「幸助餅」

第11回「東西落語ユニットwe」 令和4年 桂雀太 「いらちの愛宕詣り」 147

1月13日（木） 桂宮治 「初天神」

14:00 桂そうば 「囲碁」

入船亭小辰 「高砂や」

第12回「桂南天の会」 令和4年 桂天吾「子ほめ」 155

3月18日（金） 桂雀喜「中学生ブルース」

14:00 桂南天「いきだおれ」

漫才ねこまんま

R3 いばらきオペラ亭 令和3年 クリエイトセンター 蝶々夫人：梨谷桃子 269 共同主催：

学習・ Vol.40「蝶々夫人」 6月12日（土） センターホール ピンカートン：竹内直紀 茨木市音楽芸術協会

体験事業 14:00 シャープレス・ナビゲーター：池田真己 新型コロナウィルスにより

→令和4年 スズキ：西村薫 延期

2月23日(水祝) ゴロー：しまふく羊太

ケイト：大﨑友美

ピアノ：中谷友香

Vol.41「コジ・ファン・トゥッテ」 令和3年 クリエイトセンター フィオルディリージ：岡田彩菜 205

11月23日(火祝) センターホール ドラベッラ：鈴木彩華

14:00 デスピーナ：安江陽奈子

フェルランド：福西仁

グリエルモ：池田真己

ドン・アルフォンソ：大西凌

ナビゲーター：清原邦仁

ピアノ：須山由梨

Vol.42「清原邦仁の 令和4年 福祉文化会館 テノール：清原邦仁 123

レクチャーコンサート 3月17日(木) 文化ホール ソプラノ：古瀬まきを

～ほんで結局、オペラって 14:00 アルト：西原綾子

なんなん？！～」 バリトン：東平聞

ピアノ：市川麻里子

R3 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.23 令和3年 クリエイトセンター 32

体験事業 琴線に触れる音魂を… 7月3日（土） センターホール

発憤興起 14:00 舞台上特設サロン

Vol.24 令和4年 ゲスト：岩下徹 27

二十五絃箏×即興ダンス＝ 1月24日（月）

人生一路 14:00

Vol.25 令和4年 ゲスト：西陽子 27

没後25年沢井忠夫のDNA～ 3月4日（金）

夢の姉妹共演 14:00

番外編 令和3年 クリエイトセンター 講師：横山佳世子 10

おことで音楽をしてみよう♪ 8月12日（木） センターホール

14:00～16:00

R3 茨木コテン劇場 令和3年 クリエイトセンター 落語：桂米紫「蛸芝居」 82

学習・ ～古典落語とクラシカル 7月10日（日） センターホール 映画：「オズの魔法使」(監督：ヴィクター・フレミング)

体験事業 シネマ～ 13:00 映画解説：桂米紫

R3 みんなでダンスin Ibaraki 令和3年 クリエイトセンター 講師：森田かずよ

学習・ プロジェクト 9月4日(土) 多目的ホール 20

体験事業 義足のダンサー・女優 9月5日(日)

森田かずよさんとみんなで 9月12日(日)

つくるダンス公演 10月9日(土)
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10月10日(日)

10月16日(土)

10月31日(日)

11月6日(土)

11月7日(日)

11月20日(土)

11月27日(土)

11月28日(日)

各10：00～

12:00

リハーサル 12月4日(土)

【発表】ダンス公演 12月5日（日） クリエイトセンター 162

14:00 センターホール

R3 新内の楽しみ 三味線と語り：新内志賀　三味線：新内志賀桜

学習・ ７～まぼろしの茨木城 令和3年 クリエイトセンター ゲスト：茂山千三郎（大蔵流狂言師） 40

体験事業 新内節が語る片桐且元と 9月7日(火) 多目的ホール

淀君 14:00

８～浄瑠璃と長唄三味線で 令和4年 ゲスト：今藤和歌美 50

紡ぐ女の物語 2月11日(金祝)

14:00

R3 中西和久朗読講座 ①金曜コース クリエイトセンター 12

学習・ 特別企画 令和3年 多目的ホール

体験事業 「川端康成をさらに深く読む」 10月1日(金)

12月17日(金)

14:00～16:00

②土曜コース 17

令和3年

10月2日(土)

12月18日(土)

14:00～16:00

R3 つくろう街(いばらき)のうた 令和3年 クリエイトセンター 講師：杉田篤史（INSPi） 13

学習・ 誰でもできる作詞作曲講座 11月13日(土) 多目的ホール

体験事業 12月4日(土)

令和4年

2月12日(土)

3月6日(土)

各14：00～

16:00

R3 おでかけアーティスト 令和3年 GLAN FABRIQUE ヴァイオリン：金関環

地域交流 春うららの古民家ライブ 4月24日(土) チェロ：木村政雄

公演事業 ①14：30 案内人＆ヴォーカル：マナ尚子 23

②17：30 20

R3 おでかけアーティスト 令和3年 茨木神社～　 三木祐子(作曲家・ピアニスト)

地域交流 OVAP too 9月5日 (日) 阪急茨木市駅 金崎亮太(電子音響音楽家) 5

公演事業 （三木祐子+金崎亮太） 9月25日(土) バスロータリー～ 4

音のワークショップ　 各10：00～15：00 商店街～

音をスケッチする ～きいて 市役所前　ほか

かいて 表現しよう

R3 マエストロ 小林研一郎と 令和3年 立命館いばらき 指揮・ピアノ・お話：小林研一郎 400 共同主催：

地域交流 期待の若手演奏家たちに 10月10日(日) フューチャープラザ コンサートマスター：須山暢大 茨木市

公演事業 よるスペシャルレクチャー 14:00 グランドホール ゲスト出演：鈴木舞(ヴァイオリンソロ) 立命館大学

コンサート アンサンブル：(一財)100万人のクラシックライブ

R3 おでかけアーティスト 令和3年 天文観覧室 アマービレフィルハーモニー管弦楽団

地域交流 おひるねクラシック 10月19日(火) プラネタリウム

公演事業 11:00 96

14:00 30

R3 おでかけアーティスト 令和3年 クリエイトセンター ①ギターナイト

地域交流 イルミミュージックナイト 12月22日 (水) プラザ ギター：山口稔

公演事業 18:30 ②アイリッシュナイト

19:30 アンサンブル♧シャムロック（shamrock）

12月23日(木) ティンホイッスル&アイリッシュ・フルート：齊藤舞歌

18:00 フィドル(ヴァイオリン)：古味亜紀

19:00 ピアノ：石原光世　打楽器：石山歩

R3 いばらき×立命館 ①ニューイヤーコンサート

地域交流 芸術振興プロジェクト 令和4年 ヴァイオリン：高橋宗久

公演事業 Vol.1 ①1月10日(月祝) 福祉文化会館 ピアノ：佐々木有紀 97

14:00 LIVE302

Vol.2 ②2月18日(金) クリエイトセンター ②ファミリーコンサート 67 ※新型コロナウィルス

→3月15日（火） 多目的ホール ソプラノ：東里桜　森さくらこ により延期

11:00 ピアノ：日朝優衣

Vol.3 ③3月27日（日） 豊川コミュニティ ③春に聴きたい音楽　愛を添えて… 28

14:30 センター ヴァイオリン：高崎真央

多目的室 ピアノ：吉岡麻梨


