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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。

※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。

2月19日（金）公開　大阪ステーションシティシネマほか

クーパー家の晩餐会

　年に一度の家族全員が
集まるクリスマス。わくわ
く感が高まる中、父母は離
婚の決意を、娘は不倫の
恋を、息子は失職を…隠す
ために皆それぞれ嘘をつ
き通そうと気持ちは下が
る一方。「大事なものは目
の前にある」ことが、ユー
モアたっぷりに描かれる。監督：ジェシー・ネルソン

出演：ダイアン・キートン、ジョン・グッドマン

2015 CBS FILMS INC. ALL RIGHTS RESERVED.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

●オデッセイ（2/5～）
●TOO YOUNG TO DIE 若くして死ぬ 
（2/6～）
●中島みゆき 夜会VOL.18 
「橋の下のアルカディア」-劇場版-
 （2/20～）

●X-ミッション （2/20～）
●ザ・ブリザード （2/27～）
●女が眠る時 （2/27～）

■109シネマズ箕面

　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『109シネマズ箕面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。

109シネマズ箕面　http://www.109cinemas.net/minoh
箕面市坊島4-1-24　みのおキューズモール内　音声案内 20570-001-109

今月の
オススメ

オデッセイ 女が眠る時

2015 Twentieth Century Fox Film c 2016 映画「女が眠る時」製作委員会c

上方の歌舞伎絵看板と、江戸の錦絵を中心
に、明治期特有のハイカラな風俗が垣間見え
る作品を展示。当時の日本人を大いに刺激し
た新感覚を楽しめる。

2016早春展 歌舞伎絵看板展
-文明開化の音がする-

■逸翁美術館（池田市栄本町12-27）■観覧料
:一般700円、大高生500円、中小生以下無料、
シニア（65歳以上）500円■問:072-751-3865

10時～17時（入館は16 時半まで）
月曜休館※1/25（月）開館、1/26（火）休館

▶ 1/16（土）～3/6（日） 

豊中歴史同好会例会のお知らせ

■蛍池公民館(阪急蛍池西すぐ、ルシオーレホー
ルビル4F)■経験不問、初心の方も気軽に参
加可（参加費1.300円）
■問：TEL090-5400-4638小川まで

内容は「河内の古道」。「古代史の海」編集
代表・上遠野浩一先生を講師に迎え、歴史
同好会例会を行う。

▶ 2/6(土) 14 時～ 16時

内容は「2015年の好古学界」。橿原考古
学研究所、共同研究員森岡秀人先生を講
師に迎える。

▶ 3/12(土) 14 時～ 16時

離婚に関する法律のはなし
講師：段林和江（弁護士）

▶ 2/5（金）13 時半～15時

離婚となれば心配なお金のはなし
講師：植田香代子（1級ファイナンシャルプランニング技能士）

▶ 2/12（金） 13 時半～15時

ハンフリー・ボガート×イングリッド・バーグマン
共演の永遠のラブ・ストーリー！
ワンコインでクラシック映画を楽しめる。

『カサブランカ』

■箕面市立メイプルホール大ホール（箕面市箕
面5-11-23）■入場料:500円（全自由席）当日
券のみ■問:TEL072-721-2123

昨年“ロハスフェスタ”で大人気のオオモリユ
ウスケさんのカジュアルシューズの展示とオ
ーダー会を行う。靴をオーダーして作る楽しみ
が経験できる企画。足のサイズを採寸し、そ
れに合わせて木型を修正してハンドメイドで。
オーダーメイドならではの履き心地を是非。

オオモリユウスケ 展示オーダー会
｢少し上質な普段履き展｣

11時～18時（最終日16時まで）

■天善堂Gallery（箕面市百楽荘2-5-12）■入
場無料■TEL072-725-7758
【ブログ】http://tenzendo.exblog.jp/

▶ 2/18 (木)～2/21(日)
東コースの通常コース約5kmの道のりを一緒
に歩いてみませんか。第二総合運動場からス
タートし箕面東公園、東生涯学習センター、西
田公園、皿池公園などを通り第二総合運動
場へ戻ってきて正午頃の解散。

みのおウォーキングデイ

■集合場所:第二総合運動場正面入口（阪急
バス箕面墓地前停すぐ）■申込不要■無料■
水分補給用のお茶持参■保健師による健康相
談有■問:箕面市地域保健室TEL072-727-9502

※当日6時55分時点のNHK放送の天気予
報で大阪の降水確率が50％以上の場合中
止。正午頃解散

▶ 2/18（木） 10 時～

SONET（すいた発達障害親の会ネットワー
ク）主催。吹田を中心に長く発達障がい児
教育に力を注いでこられた森田安徳先生を
講師に迎えて発達障がいを理解する講演会
を開催。

「支援を受けながら伸びゆく子どもたち」
～発達の凸凹や障がいのある子どもたちへの支援 
　園・学校・親が出来ること～

15時～17時※受付14時半～

■吹田市夢つながり未来館6階多目的ホール（
阪急山田駅）■参加費:500円■申込方法:参
加人数と氏名・電話番号を明記しメールにて※
締切2/18（木）先着順に受付定員100名に達
した場合はそれまでに締切
■問:e-mail:sonet_suita@yahoo.co.jp

▶ 2/21（日）

新しい事をやってみたい・何かにチャレンジし
たい5～80歳迄の男女集まれ！！夢いっぱい
の小学生やいろんな人と交流したい学生、
何かをはじめたい主婦、おじいちゃん、おばあ
ちゃんなど友達同士、親子参加もOK。

座・大阪市民劇場説明会＆
オーディション

■応募方法は下記連絡先に氏名、年齢、連絡
先を記入の上「座・大阪市民劇場の件」と題して
応募。詳しくは「座・大阪市民劇場」で検索。■座
・大阪市民劇場実行委員会■大阪府吹田市江
坂町3-2-1（えさか芸術文化館ピエロハーバー）
■問:TEL06-7897-8563
mail:o_shimingekizyou@yahoo.co.jp

▶ 2/21（日） 16 時～

出演：桂ざこば、桂南光、桂千朝、桂米左、
　　 桂米紫、桂弥太郎
※演目は当日のお楽しみに。

桂米朝一門会

■箕面市立メイプルホール大ホール（箕面市箕面
5-11-23）■申込締切3/7（日）17時まで■入場料
一般3,500円会員3,150円（全指定席）※未就学
児不可、但し一時保育有1歳半～未就学児対象
（事前申込有料先着順）■問:TEL072-721-2123

▶ 2/23（火） 18時半開演※開場18時

みのお　coin de cinema 

▶ 2/10（水) ①10時半～12時15分
②14時～15時45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

招待券プレゼント ペア5組
（応募締切2月5日必着）

いますぐというわけではないけれど、知ってい
れば安心な離婚に関する「法律」と「お金」の
はなし。離婚に関する法律と心配なお金につ
いて興味のある女性が対象。

これからのわたしを考える　
離婚に関する「法律」と「お金」のはなし
２回連続グループ相談会

■とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ（指
定管理者：一般財団法人とよなか男女共同参画推
進財団）エトレ豊中5F（豊中市玉井町1-1-1-501）
■無料■一時保育有（有料）保育申込締切1/29
まで■申込方法:ハガキ・電話・FAX・窓口で受付
（定員10名※要予約、2回連続参加できる方優先）
■問・予約:TEL:06-6844-9739FAX：06-6844-9706


