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團伊玖磨作曲 オペラ「夕鶴」
あの伝説の舞台が帰ってくる！　
豪華布陣が贈る日本の美の真髄

「美しい魂の愛の歌、
  人間の変わらない思いを伝えたい」　
 －佐藤 しのぶ（ソプラノ） つう役－　

公演日 ： 3月5日（土）
時間 ： 15時開演　
料金 ： S 16,000円　A 14,000円　B 12,000円　
　　　C 10,000円　※D、Eは売り切れ　
　　　BOX 20,000円
会場 ： フェスティバルホール（大阪・中之島）
　　　大阪市北区中之島2-3-18
　　　京阪中之島線「渡辺橋」駅、
　　　地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅下車
※未就学児童は入場不可
※全一幕日本語上演

音 楽 アート イベント スポーツ演 劇

●オペレーターが対応します。受付時間内にお電話
ください。

●自動音声ガイダンスに従って、専用コード、公演日、
枚数などを入力。

●予約の際は、必ず「発信者番号通知」を。（公衆電
話や非通知の場合は予約ができません）

●プッシュトーンのでるお電話からおかけください

●ＱＲコードもしくはＵＲＬ入力で専用フォームより購入可能
●チケットを購入するための会員登録は無料

http://t icket.cityl i fe-new.com/

City Life 読者限定

特　　別
電話予約

電話予約

WEB
受付

予約・購入について

　日本の有名な民話オペラである《夕鶴》を、新たなアプローチで取り組んだ
同作品は、市川右近の演出プランにより、舞台を可能な限り抽象的に保ちな
がら、周り舞台の特性をも活かしつつ、日本的とも言える見立てのアイディア
を導入。さらに千住博が手がける美術効果によって観客は物語の世界に引
き込まれて行く。そしてなによりも、つう役の佐藤しのぶが森英恵の衣装をまと
いながら妖艶に歌い演じる姿は圧巻。さまざまなオ
ペラの役柄で培った歌唱力やオペラ独特の表現
をたっぷり盛り込んだつう像を、音響効果に優れた
フェスティバルホールでじっくりと楽しんでほしい。

新着情報はコチラ

編集部 まっつー

才能あふれる一流の
スタッフがつくりあげる
世界観は見応えたっぷり。
オペラが初めての人にも
ぜひ楽しんでほしい。

原作・脚本／木下順二　音楽／團伊玖磨　
演出／市川右近　美術／千住博　
照明／成瀬一裕　衣裳／森英恵
出演／佐藤しのぶ（つう）、倉石真（与ひょう）、
　　　原田圭（運ず）、高橋啓三（惣ど）
音楽監督・指揮／現田茂夫　管弦楽／大阪交響楽団

対象公演  3/5（土）15時開演
 S席16,000円→15,000円
受付期間 1/25（月）10時～2/7（日）23時59分

電話予約 0570-02-9999　
専用コード 599-011
WEB受付 http://w.pia.jp/p/yuzuru-cl/

©三浦興一

「メリー・ウィドウ」、「椿姫」でデビュー。芸術家在外研修員としてミラノへ留学。
日本はもとより、ウィーン国立歌劇場をはじめ、欧州、豪州、アメリカでのオペラ
及びオーケストラとの共演多数。團伊玖磨作品では、50年の軌跡　交響曲
全曲演奏会において、交響曲第六番「HIROSHIMA」（50th Anniversary 
of His Works）を歌い、オペラ『素戔鳴』天照大神役、新国立劇場開場記念
オペラ『建・TAKERU』乙橘姫役で出演。文化放送音楽賞、都民文化栄誉
章、ジロー・オペラ賞大賞、マドモアゼル・パルファム賞、Federazione Italiana 
Cuochi、日本文化デザイン賞大賞等を受賞。CD14種類をリリース。

茶道具をおしゃれに装っている文様とデザイ
ン。このうち、「吉祥文様」と呼ばれるめでた
いデザインに注目し、その由来や込められた
意味を探る。

平成28年 春季展
「おしゃれな名品たち茶道具の文様・めでたいデザイン」

■公益財団法人湯木美術館（大阪市中央区平
野町3-3-9）■入場料：一般700円、大学生400
円、高校生300円■問：TEL06-6203-0188

10時～16時半
※2/5（金）、3/4（金）は19時まで開館
（入場はそれぞれ30分前まで）
月曜及び2/16（火）、3/22（火）休館
（但し、3/21（月・祝）は開館）

▶ 1/6（水）～3/27（日）

茨木市立ギャラリー展覧会

■茨木市立ギャラリー（阪急茨木市駅ロサヴィ
ア2階）■問：TEL072-621-1850

「彫刻展・みのり」＝大阪シニアー創造学院＝
▶ 2/4（木）～2/9（火）

茨木市立ギャラリー企画展35「川端康成と茨木」
▶ 2/11（木・祝）～2/16（火）

梅花女子大学こども学科 絵本制作展
▶ 2/18（木）～2/23（火）

ともしび園 作品展示会
▶ 2/25（木）～3/1（火）

10時～19時（最終日は17時まで）
水曜休館

第16回 樹の会展
▶ 3/3（木）～3/8（火）

老舗旅館で極上の落語を楽しめる
亀屋寄席。
2月は桂文華・桂宗助の上方落語実力派同
期二人会を開催。

亀屋寄席文華・宗助ふたり会

14時開演

■割烹旅館 亀屋(JR高槻駅北口より徒歩5分・
芥川商店街内)■入場料：2,500円(要予約/全
席自由)■予約・問：TEL072-685-0123（月～
金 9～17時）

▶ 2/7(日)

音楽選択者約220名と吹奏楽部による大
合唱やミュージカルなどの発表。生徒が主
体となって運営を行い、誰もが楽しめるよう
演奏する。

春日丘高校第43回音楽会

■立命館いばらきフューチャープラザグランドホ
ール（JR茨木駅より徒歩約400ｍ）■入場料：
無料(駐輪・駐車はできません。)■問：TEL072-
623-2061

▶ 2/12（金）

京都洛北、岩倉にある門跡寺院・実相院に
伝わる、貴重な歴史資料の数々が公開され
る。秘められた門跡寺院の歴史に迫る。

実相院門跡展
ー幽境の名刹ー

10時～18時※金曜は19時半
（入場はそれぞれ30分前まで）
休館日：月曜（祝日の場合は開館、翌日休館）

■京都文化博物館（京都市中京区三条高倉）
■入場料：一般1,100円、大高生700円、中小
生400円■問：TEL075-222-0888

▶ 2/20（土）～4/17（日）

ジャズゴスペルライブとディナーのパーティ。
（2プレート＋ドリンク＋ライブ）
出演バンド:ジーザスジョイフルクルー
(ボーカル:徳永早苗 ベース:徳永廉 ドラム:柴
田知佳 ピアノ:郡彩子)

Valentine's Special JAZZ GOSPEL
ライブパーティー

18時、20時(2時間入替制：各2ステージ)

■リストランテ コンテ(高槻市神内2-1-26 二十
四節記レストラン棟、阪急上牧駅徒歩3分。駐
車場30台あり)■料金:1,800円(税別:要予約)
■予約・問：TEL072-686-1111(リストランテ 
コンテ)

▶ 2/14(日）

長年、「農家の女性問題」を調査、研究され
ている福井県男女共生センター館長の千葉
悦子さんから、原発事故後の福島の女性や
子どもたちの現状を聞く。同時にパネル展
「東日本大震災から5年 あの日を忘れない」
も開催。

ウィズせっつフェスタ2016プレ講演
東日本大震災から５年 あの日を忘れない　
未来へつなぐ ふくしまの女性たちの復興支援

■摂津市立コミュニティプラザ3階コンベンショ
ンホール■定員：80人■参加費：無料■手話通
訳あり■申込・問：摂津市立男女共同参画セン
ター（TEL06-4860-7112）

▶ 2/27（土） 14 時～16時
今年で18回目を迎える、高槻をジャズで溢れ
る楽しい街にしようと始まったジャズストリート。
第一部で高槻ジャズストの歴史、ボランティ
アのお話。第2部でジャズストに出演されてい
る加奥クァルテットの演奏が楽しめる。

高槻ジャズストリート先行ライブ
From 日吉台

■高槻市立日吉台公民館 大集会室■対象：高
槻市民または通勤・通学の方■定員：80人（申
込順）■参加費：無料■申込・問：2/15（月）9時
より、日吉台公民館（TEL072-688-6636）へ。
（ただし、土日祝を除く9時～17時15分まで）

13時～15時
▶ 3/6（日）

大人・子ども、プロ・アマチュアの分け隔てな
く、地域に集う人々で名曲を演奏。出演：あぶ
やまファミリーシンフォニー、コールキッズあぶ
やま、曲目：組曲惑星より「木星」、ディズニー
名曲メドレー、もののけ姫 他

第14回阿武山音楽祭
みんなでつくる100人の大合奏
～名曲の森へ行こう～

■高槻市立阿武山小学校体育館(市バスJR摂
津富田駅北側バス停より「公団阿武山」行きに
乗車、「大和」下車)■入場料：無料■持物：スリ
ッパなどの上 履き■ 駐 車 場なし■ 問：
info@abuyama100.net

▶ 2/28（日） 13 時半～　開場 13時

13時～16時
開場12時45分

招待券プレゼント ペア5組
（応募締切2月5日必着）

Ⓒ黄瀬戸福之字鉢 
　益田鈍翁所持

Ⓒ杉戸絵「竹に虎」
　狩野派 通期

掲載
無料

メール play@ci ty l i fe -new.com
※応募・掲載希望月の前月8日まで
　（以降も受付の場合あり）
※掲載の場合のみ、編集部からメールにて連絡
　いたします。返信がない場合は、掲載を見送ら
　せて頂く場合があります。

あなたの街の情報を
お待ちしております！

コンサート

ミュージアム

ギャラリー 催し

講座・講演

P
〒・住所・氏名・年齢・TEL・ご希望のプレゼント
名を明記し、ご応募ください。（締切りは各記事
でご確認ください）

〒566-0001　摂津市千里丘1-13-23
シティライフ「北摂イベント」各係

プレゼントのご応募は
ハガキでお願いします。

北摂イベントEvent

職 具体的なことは、すべてお任せします（メニュー作り及び接客、売上管理、仕入、備
品調達）資 喫茶軽食経験者 条 委託料面談の上決定します応 詳細についてはお電
話にてお尋ねください。

さいわい亭  社会福祉法人　燦愛会　吹田市幸町22－5（ハピネスさんあい内）

地域の皆さんとハピネスさんあいを結ぶ楽しい交流のカフェ作りに参加してみませんか！

206-4860-8220 担当／井上・吉川

委託料（面談の上考慮）
NEW OPEN　地域交流カフェ「さいわい亭」委託業務管理者募集

職 職種 待 待遇 時 時間 地 勤務地 資 資格 給 給料 諸 諸条件

求人コーナーへの掲載お申し込み・お問い合わせは

206-6338-0640 「求人コーナー係」まで

『住みなれた街で働きたい』そんなアナタを待ってます！ 地元で働く女性のための求人サイト地元で働く女性のための求人サイト

http://machishigoto.
citylife-new.com/

毎月更新→

職ホール・キッチンスタッフ時 7時～23時（シフト制）ガッツリ8時間勤務も、短時間×週2、
3日勤務でも希望に合わせて。資キッチン経験者優遇（学生不可）未経験者歓迎待規定
内交通費、制服貸、自転車・バイク通勤ＯＫ応まずは気軽にお電話ください。

ガルル珈琲 吹田市上山手町26-7

シフトは気軽に相談ＯＫ！週2、3日短時間勤務からもＯＫ
和テイストと木のぬくもり溢れる人気のカフェです。

206-6368-2229 ガルル珈琲で検索

時給 880円～1,100円＋交通費規定
ホール・キッチンスタッフパ 正

優しいスタッフが多いので初めてでも安心ですよ。将来
カフェを開業したいガッツのある正社員も同時募集中！

職 ①営業スタッフ（不動産営業）②営業事務 時 9時半～18時半 地 茨木市上中条
2-2-25（営業エリア：吹田・豊中・箕面・茨木・摂津・高槻が中心）休水曜他、第2・4火曜日
※Ｇ.Ｗ.※年末年始※夏期休暇（年間休日110日程度）給①（正）月給22万円～（+成果
報酬）②（パ）時給1,000円～資要普通自動車運転免許（ＡＴ限定免許可）待交通費支
給（月額20,000円）、昼食手当、成果報酬あり※研修期間（3ヶ月）

茨木市上中条2丁目2-25株式会社プラットホーム

○○○専門店のホール・キッチン

「いい住まい探そう北摂」　きっと見つかるプラットホーム　スタッフ募集！

パ ア

2072-665-7113　　            　　　担当：平居

月給22万円～・時給1,000円～
営業・営業事務正 パ 阪急・ＪＲ茨木

徒歩約13分

171r　で検索


