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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。

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

※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。

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

＜上映中＞
●白鯨との闘い
●ビューティー・インサイド
●ザ・ウォーク
●信長協奏曲（ノブナガコンツェルト）
●ブラック・スキャンダル（1/30～） 
●さらば あぶない刑事（1/30～）

＜今後の上映＞
●オデッセイ（2/5～）
●TOO YOUNG TO DIE！ 
　若くして死ぬ（2/6～）
●スティーブ・ジョブズ（2/12～）
●X-ミッション（2/20～）

●女が眠る時 （2/27～） 
●珍遊記（2/27～） 
●黒崎くんの言いなりになんてならない（2/27～）
●ザ・ブリザード （2/27～） 

■OSシネマズ ミント神戸

　鑑賞券を
　プレゼント

■応募方法

ペア
5 組
ペア
5 組

●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『ミント神戸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。

神戸市中央区雲井通7-1-1　ミント神戸9階　2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸　http://www.jollios.net/

今月の
オススメ

オデッセイ　2月5日（金）公開

2015 Twentieth Century Fox Filmc

本物の氷を使用したアイススケートリンクが
モザイク海側の高浜岸壁に登場！親子で、カ
ップルで、友だち同士で、神戸の絶景を眺め
ながらアイススケートを楽しめる。

umieアイススケートリンク

■神戸ハーバーランド　umieモザイク海側の高
浜岸壁■料金など詳細はumieHPをチェック

平日14時～20時　土日祝11時～20時　
※雨天中止

▶ 開催中～2/28（日）

今回の所蔵品展では、これまであまり公開す
る機会のなかった作品や新たに寄贈された
作品を中心に、香雪美術館の魅力を紹介。

所蔵品展2016

堂宮大工・小川三夫
重要美術品
「湖東焼 色絵花鳥文壷」江戸時代

両界曼荼羅　金剛界　鎌倉時代
妙法寺蔵　神戸市指定文化財

■香雪美術館（神戸市東灘区御影郡家
2-12-1）■観覧料：一般700円 大高生450円 
中学生以下無料■問：TEL078-841-0652

▶ 開催中～3/3(木)

幕末から明治期の写真技術でブラウン氏が
撮影した現代の名匠たち、当館所蔵の大工
道具、伝統建築などの湿板写真を展示。

企画展
「日本の面影ーエバレット・ブラウン湿板写真展ー」

■竹中大工道具館（神戸市中央区熊内町
7-5-1）■入場料：一般500円大高生300円 
65歳以上の方200円 小中生無料
■問：TEL078-242-0216

▶ 1/30(土)～3月13日(日)

ストリートダンスの動きをベースにした初心者
向けダンスレッスン。ダンス初心者対象。スト
レスも運動不足も解消して、明日からの仕事
の効率をアップしよう！

はじめてダンス

■神戸ハーバーランドスペースシアター
■参加無料■問：TEL06-6809-4161

▶ 2/2（火）・16（火）

・プログラム第1部
 トークライブ「ツレがうつになりまして…
 そして、自分らしく生きる」「ツレがうつになり
 まして」の作者、細川貂 さ々んご夫妻による、
 うつのお話、体験談など。
・プログラム第2部
 みんなでおどろう！You Can Dance!!

自分らしく生きる

■神戸市勤労会館7階大ホール(神戸市中央
区雲井通5丁目1-2)■参加費：一般1,000円 
障がい者800円＊小学生以下無料■要申込み
■問：TEL078-262-7511

▶ 2/7(日) 12 時開場　12時半～15時

国宝1件・重要文化財7件(有形6件・無形民
俗1件)を含む約150件の資料を通して須磨
の地が育んできた重層的な記憶を感じ、楽し
んでいただける展覧会。

特別展　須磨の歴史と文化展
ー受け継がれる記憶ー

■神戸市立博物館（神戸市中央区京町24）■
入館料：一般800円 高大生550円 小中生
300円■問：TEL078-391-0035

10時～17時※入館は16時半まで
月曜休館、3/21(月)は開館

▶ 2/6(土)～3/21(月祝)
今年のバレンタインは、チョコレートにコーヒ
ーを添えて贈ってみよう。相性抜群のコーヒ
ーとチョコレートだが、実はペアリングのポイ
ントがあるのをご存知ですか？今回は、コーヒ
ーとチョコレートの組み合わせ方の“ゴールデ
ンルール”を紹介。

カフェ・モーション2016 WINTER
※要予約のイベント

■UCCコーヒー博物館（神戸市中央区港島中
町6丁目6－2）■参加賁：500円（税込・入館料
別・特典付き）■定員：各回20名（要予約）■予
約方法：TEL078-302-8880またはweb■詳
細：http://www.ucc.co.jp/museum/event/cafemotion.html

開催時間：10時半～ 
　　　　 13時半～
　　　　 15時～
※各回40分ほど

▶ 2/13(土)・14(日)

但馬の魅力を厳選された食材を使って神戸
を中心とした関西の有名シェフ達が美味しい
一皿に仕上げる特別メニューの数 と々共に
楽しめる。当日会場では、日本海から水揚げ
された新鮮なカニや、滋味あふれる但馬の伝
統野菜、但馬杜氏がつくる日本酒など、生産
者が直接販売するブースもご用意。

TAJIMA　KOBE　
但馬ミーツ神戸

■デザイン・クリエイティブセンター神戸（神戸市
中央区小野浜町１－４）■入場無料■問：
E-mail tmk.kiito@gmail.com

11時～16時　(L.O.15時半)
▶ 2/11(木祝)

母の市子（八千草薫）を訪ねた進（風間トオ
ル）だったが、市子は軽井沢に行っており、部
屋には宮謙一郎（仲代達矢）という画家につ
いての新聞記事の切り抜きが残されていた。

ゆずり葉の頃

■神戸文化ホール 中ホール（ＪＲ「神戸」駅・神
戸高速鉄道「高速神戸」駅下車約10分、神戸
市営地下鉄「大倉山」駅下車すぐ）■入場料：
1,000円※文化ホール友の会800円■問：
TEL078-351-3349（神戸文化ﾎｰﾙＰＧ）

1回目　開場10時　　開演10時半
2回目　開場13時半　開演14時

▶ 2/24（水）

18時半～19時半
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
　見送りさせて頂くこともあります。

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

神戸イベントEvent


