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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。

昭和の初めから40年代までのくらしの中で使
われていた懐かしい道具を紹介。今では見る
事・作る事ができない物を展示。市民からの昭
和の思い出写真とエピソードコーナー、駄菓
子屋さんの店先を模したコーナーも特設。

第40回学習参考展
むかしのくらし

9時～17時※入館は16時半まで
月曜、月末日休館

■伊丹市立博物館（伊丹市千僧1丁目1－1）
■入場無料■問：TEL072-783-0582

▶ 開催中～3/6(日)

芸術家・河口龍夫氏が1960-70年代の初
期作品を中心に芸術的思考についてお話さ
れる。撮影：齋藤さだむ

河口龍夫氏アーティストトーク

15時～16時半

■芦屋市立美術館（芦屋市伊勢町12-25）
■参加無料■定員：60名（申し込み不要、先着
順）■問：0797-38-5432

▶ 2/6（土）

第一部
講演：歴史学者が語る、真の幸村像：笠谷和
比古(帝塚山大学文学部教授)
講談：難波戦記異聞～幸村の娘と小十郎』
旭堂南桜
(OSK元男役トップスター桜花昇ぼる)
第二部
トーク：笠谷和比古、旭堂南陵、旭堂南桜、
進行・河内厚郎
講談：『真田幸村』　
　　  旭堂南陵、司会・辻本由美

あしやDe幸村
～真田幸村の真実に迫る！トークイベント～

16時開場・16時半開演

■芦屋市民ルナ・ホール■入場料1,200円（前
売り1,000円）■問：TEL0797-35-0700

▶ 2/7(日)

昔々のお話。パン屋の主人が３人の息子
を残して亡くなった。財産は息子達に分け
られることに。長男はパン屋を、次男はロバ
を、そして末息子のシャルルは《猫》をもら
いました。でもこの猫、ただの猫じゃなかった
んです。えっ？どんな猫かって？それは見て
のお楽しみ

長靴をはいた猫

■OZシアター(宝塚市湯本町1-36 スタジオOZ 3階)
■入場料：500円(3歳以下無料)
■各回定員30名
■問：HP内予約フォームまたは、電話より申し込
みを http://www.ozmate.net
TEL/FAX 0797-85-1106

▶ 2/7(日)

手描友禅の染匠として40数年(皇室御用達
店・高級問屋・有名織屋等)染織を窮めた着
物、帯、オリジナル婦人服、バッグ、小物など
約300点余りを展示。

第9回　
京友禅の匠染織展

11時～18時※最終日は16時まで

■画廊シャノワール(川西市小花1-8-1パレット
川西入口)■問：TEL072-758-0811

▶ 2/22(月)～27(土)

国際ソロプチミストは、女性と女児の権利、自
立を目指し支援する女性のみで活動する団
体で、来年で創立20周年を迎えるにあたり、
金澤翔子さんという素晴らしい書家に巡り合
い、障がいがあっても、努力を重ねることで能
力を開花させ、その作品により多くの人々に勇
気や力を与えているその軌跡を地元芦屋の
皆様にご覧頂きたく書展を企画。

国際ソロプチミスト芦屋

10時～17時

■芦屋市木口記念会館
（芦屋市呉川町14－10 木口記念会館）
■入場無料■問：TEL090-6247-1254（山中）

▶ 2/11（木祝）～15（月）
10 時～15時
▶ 2/11（木祝）

介護が最も困難な前頭側頭型認知症の対
応について
※講演・相談は看護師が行う

受付開始　13時半～
講演会　　14時～15時
相談会　　15時～15時半

■仁明会地域精神医療センター　3階コミュニ
ティールーム（西宮市越水町4-31）
■参加費無料■問：TEL0798-75-1333

▶ 2/25(木)

保育付き上映会
1部上映後、お部屋でランチ可能。お子様も
一緒にどうぞ。※ランチは持参

「私の、息子」上映会

1部　10時～12時　
2部　18時半～20時半

■西宮市男女共同参画センターウェーブ411
学習室（西宮市高松町４－８）
■定員1部・2部、各35人程度(先着順)
■保育：10人(要申込/1歳半～就学前/無料)
■申込：上映会2/25まで　保育2/18まで
①催し名称　②お名前　③連絡先　④年代
⑤保育希望の方は、お子様の名前、年齢を記入
⑥1部、2部、どちらに参加するか明記の上申し
込みを■問：TEL0798-64-9495ウェーブ窓口(
月～土9時～17時15分)

▶ 2/26(金)

地域及び世界中で活躍する奉仕団体「国
際ソロプチミスト」に属する国際ソロプチミス
ト川西が「愛の橋を架けよう」をキャッチフレー
ズに掲げ恒例のチャリティバザーを開催。会
員の持ち寄り品や百貨店をはじめ協賛店25
店舗による衣料品、食品などが豊富に揃う。

「愛の橋を架けよう」
国際ソロプチミスト川西　チャリティバザー

■アステホール（阪急川西野瀬口駅前・アステ
6F）■入場無料■問：072-702-7560

開演13時～/15時半～
※開場は開演の15分前
上演時間：約60分

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
　見送りさ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

阪神イベントEvent

介護が最も困難な
前頭側頭型認知症の対応

※PG12・・・小学生には助言・指導が必要となっております。　※R15+・・・・15歳以上の方がご覧になれます。　※R18+・・・・18歳以上の方がご覧になれます。

CityLifeシネマ担当が選んだおすすめ作品と、近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

公開中～TOHOシネマズ梅田他 全国東宝系ロードショー

信長協奏曲

　織田信長が実は現代か
らタイムスリップした高校
生だったら…。奇想天外
の世界観ながらも史実に
基づいた話の流れに思わ
ず引き込まれる。他にも
戦国の世にタイムスリッ
プした現代人の登場など
ユニークなアイデアが満
載。本能寺へ向かう信長
の運命は変わるのか…。

監督：松山博昭
出演：小栗旬、柴咲コウ、向井理

石井あゆみ／小学館　  2016 フジテレビジョン　小学館　東宝　FNS27社c c

1月23日（土）公開　
シネ・リーブル梅田ほか

メニルモンタン　
２つの秋と3つの冬

　美大を卒業後、パリの外
れで冴えない独身・無職の
日々を過ごすアルマン。
33歳の誕生日に人生を変
えようと決意する。そんな
日常を、彼や親友、恋人た
ちのモノローグによって綴
っていく。時にアップで直
接語りかけられると、ぐっと
身近な存在に見えてくる。監督：セバスチャン・ベベデール

出演：ヴァンサン・マケーニュ、バスティアン・ブイヨン

ENVIE DE TEMPETE PRODUCTIONS2013c ■応募方法
●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001　大阪府摂津市千里丘1-13-23
CityLifeシネマ『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com
●締切：2月25日（はがきは必着）※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発
送以外には使用いたしません。※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

宝塚シネ・ピピア　http://cinepipia.com/
阪急売布神社駅前　ピピアめふ5F　　20797-87-3565

＜上映中＞
●母と暮らせば（～1/29）
●FOUJITA＜PG12＞（～1/29）

<今後の上映>
●ローマに消えた男（1/23～1/29）
●杉原千畝  スギハラチウネ（1/23～2/12）

●パリ3区の遺産相続人（1/23～2/5）
●創造と神秘のサグラダ・ファミリア（1/30～2/12）
●海難1890（1/30～2/19）
●はなちゃんのみそ汁（2/13～2/26）
●クロスロード（2/13～2/26）
●人生の約束（2/13～3/4）

今月の
オススメ

はなちゃんのみそ汁

2015「はなちゃんのみそ汁」フィルムパートナーズc

FOUJITA

2015「FOUJITA」製作委員会/ユーロワイドc

■宝塚シネ・ピピア

　鑑賞券を
　プレゼント

ペア
2組
ペア
2組


