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エ ン タ メ & ス ポット 情 報 が いっ ぱ い

ダニエル・ハーディング指揮「パリ管弦楽団」
世界最高峰の名門オーケストラが、気鋭の指揮者と
希代のヴァイオリニストとともに奏でる至高の音楽！
パリ管弦楽団は、
1967年に誕生したフランス屈指の名門オーケストラ。初代音楽監
督ミュンシュの急逝後、
カラヤンらが楽団を率い、
2016年9月からは今回の来日公演で
指揮するダニエル・ハーディングが音楽監督としてその歴史を受け継いでいく。同楽団
公演日：11月22日
（火）
時 間：18時開場 19時開演
会 場：ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南2-3-3）

JR大阪環状線 福島駅

徒歩約7分

※未就学児童は入場不可

は2014年にリリースしたDVD「R.シュトラウス：エレクトラ」
はグラミー賞を受賞。2015年
にはCD「デュティユー：交響曲第1番、
メタボール、
他」
を発表、
多数の賞に輝いた。

コンビニ
販売

ァイオリニストのジョシュア・ベル。
グラミー賞受賞者のベルが、情熱的な名作メンデ
ルスゾーン作曲の「ヴァイオリン協奏曲」
をどのように演奏するのか、注目される。
本での演奏会を実施しているが、
ダニエル・ハーディング
のお披露目公演にもなる今回のコンサートは、聴くものに

City Life 読者限定

大きな感動と一生の思い出を与えるだろう。

就任したばかりの
ハーディングが率いる
新しいパリ管弦楽団の音を
体感してみよう！

（全席指定・税込）

［指揮］

受付期間 8月25日
（木）～10月16日
（日）
10時～23時59分

イギリス出身。スウェーデン放送
響の音楽監督、
ロンドン響の首
席客演指揮者、新日本フィルの
「Music Partner of NJP」、
マー
ラー・チェンバー・オーケストラの
終身桂冠指揮者など、世界各地
で活躍。2016年9月にパリ管弦
楽団の音楽監督に就任。

Lコード 96864

※制限枚数 お一人様4枚まで
※お客様手数料 0円
お客様インフォメーション
（全国一括）
0570-000-777
（10時～20時）

美しき日本のうた

「初恋」

［プログラム］ この道、城ヶ島の雨、椰子
の実、
ゴンドラの唄、津軽のふるさと、
ほか
［出演者］ バリトン：小松英典 ドイツ各
地でリサイタルを行い、
ドイツ連邦共和国
終身プロフェッサーを受称。CD「日本の
歌を集めて1&2」
が話題に。
ピアノ：塚田佳男 日本歌曲の研究、解
釈、伴奏における第一人者として活躍。

タンゴフォリア

パリ国立オペラ座 少年少女合唱団
フランスのトップとして、国内だけでな
く世界的にも活躍するパリ国立オペラ
座の専属合唱団が、ついに初来日！今
回は、三大レクイエムと称されるガブリ
エル・フォーレの「レクイエム」
を中心
に、
フランス人作曲家の大作をフラン
スの子どもたち70人が熱唱する。

［指揮］
ガエル・ダーシェン
［ピアノ/オルガン］
バティスト＝フォロリアン・マール＝ウヴラール

水森かおりコンサート
～歌謡紀行～
愛され続ける
『歌謡紀行』
シリーズでおなじ
み、
ご当地ソングの女王・水森かおりが神戸で
のコンサートを2年ぶりに開催。
ヒット曲「鳥取砂
丘」、
「熊野古道」や新曲「越後水原
（えちごす
いばら）
」
など日本の名所を歌で巡る。
オリコンシ
ングルチャートで13作品連続上位にランキン
グ。高い歌唱力で常に人気のあるコンサート。

アメリカ出身。アカデミー賞映画
「レッド・ヴァイオリン」での演奏
や、
“ストリートミュージシャンに扮
して地 下 鉄の駅で演 奏する実
験”
で有名に。甘美な音色を武器
に欧米の主要楽団と定期的に
共演している。
グラミー賞も受賞。

City Life 読者限定

対象公演 10月22日
（土）開演19時

ザ・シンフォニーホール
大阪市北区大淀南2-3-3
JR大阪環状線 福島駅 徒歩約7分
※未就学児は入場不可

金
額 3,000円→2,800円（全席指定・税込）
受付期間 8月25日
（木）～10月16日
（日）10時～23時59分
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード 96862
※制限枚数お一人様4枚まで ※お客様手数料 0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演 11月19日
（土）開演19時

生が、色の説明も踏まえて、
この秋
楽しく提案してくれます！ヘアスタイ
ルを変えたなら、合わせて全身イメ
チェンにもトライしてみよう
！

◆

日

©Phillip Knott

三波春夫 没後十五年特別企画

歌謡界に数々の金字塔を打ち立てた国民的歌
手・三波春夫の名曲「長編歌謡浪曲」
を若手三
人衆が豪華に歌い語る。三人共演によるスペシャ
ルステージにも、
こうご期待
＜第一部＞長編歌謡浪曲 絵巻「大忠臣蔵」より
「あゝ松の
廊下」
「立花左近」ほか＜第二部＞熱唱！
トリプルオンステージ

ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団
90年以上の歴史を持つ、欧州屈指
のオーケストラが、同オーケストラの桂冠
指揮者でもある小林研一郎、日本を代
表するピアニスト・仲道郁代と共に珠玉
の名曲をお届けする。
［プログラム］
ブラームス：ハンガリー舞曲
第1番・第6番・第5番、
グリーグ：ピアノ協
奏曲 イ短調作品16、ベルリオーズ：幻
想交響曲 作品14

※未就学児は入場不可

金
額 5,000円→4,000円（全席指定・税込）
受付期間 8月25日
（木）～10月16日
（日）10時～23時59分
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード 96863

※制限枚数お一人様4枚まで ※お客様手数料 0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。※学生券は対象外

ミッシャ・マイスキー
チェロリサイタル

City Life 読者限定

対象公演 11月1日
（火）開演18時半

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
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車

現代を代表する、世界的に人金の高い
トップ・チェリストのひとり。ラトヴィア出身。
［プログラム］
バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1
番ト長調、
サン＝サーンス：オペラ
「サムソンと
デリラ」
より、
アリア
「あなたの声に心は開く」、
ドビュッシー：
ミンストレル
（前奏曲集第1集よ
り12番／マイスキー編）
ほか

※未就学児は入場不可

金
額 S席6,800円→6,300円（全席指定・税込）
受付期間 7/25（月）～10/16（日）
10時～23時59分
特別電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-182
http://w.pia.jp/p/parisopera16cl/
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対象公演 10月22日
（土）開演13時/17時
神戸国際会館 こくさいホール
各線三ノ宮駅より徒歩約5分
※未就学児は入場不可

金

額 S席6,700円
→昼公演6,000円、夜公演5,000円
（全席指定・税込）
受付期間 7/25（月）～10/16（日）10時～23時59分
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード 53599
※制限枚数お一人様6枚まで ※お客様手数料 0円

時：9/23（ 金）
・25（日）
各日10時～11時半／13時～14時半
場 所：グランフロント大阪（詳細は参加者にご連絡します）
参加費：1,000円 定員：各回申込先着10名
持ち物：コーディネートしたい手持ちのファッションアイテム
（服・靴・バッグなどなんでもOK。写真でも可）、
好きなファッション雑誌1冊
申 込：右記QRコードを読み取り、応募フォームにて
9/1（ 木）～9/21（ 水）23:59まで受付
※定員に達し次第受付終了

h t t p://t ic ke t .c it ylif e - n e w.c o m /

山内惠介・市川由紀乃・三山ひろし
スペシャルコンサート

ザ・シンフォニーホール
大阪市北区大淀南2-3-3
JR大阪環状線 福島駅 徒歩約7分

「タンスの肥やしも復活！
手持ちアイテムで叶える
新しい秋ファッション」

に活躍する素敵なコーディネートを

●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

新着情報はコチラ

©Julian-Hargreaves

CityLife読者のために特別講座を開催

使ってP.16で紹介している菊地先

●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

ジョシュア・ベル

City Life 読者限定

「トロンボーンのパガニーニ」の
異名を持つ天才ソリスト、
クリスチ
ャン・リンドバーグ来日25周年特
別企画！魂を揺さぶるタンゴの名
曲が多数。常識を超えた技巧を難
無くこなし、刺激的なパフォーマン
スで常に高い芸術表現に挑む。
［出演者］
トロンボーン：クリスチャン・リンドバーグ、
ピアノ：ローランド・
ペンティネン、
バンドネオン：イェンス・ルンドベリ

はありませんか？そんなアイテムを

WEB
受付

●コンビニの端末で直接購入してください。
Loppiでの購入方法はコチラ
http://l-tike.com/guide/loppi.html

［ヴァイオリン］

ダニエル・ハーディング

全国のローソン・ミニストップ設置の
Loppiにて直接販売

番がなくタンスの中に眠っている服

イベント スポーツ おでかけ

編集部 Minori

対象公演 11月22日（火）
金額 S席19,000円→18,000円

せっかく買ったのに、なかなか出

電話予約

パリ管弦楽団は1970年の初来日以来、15回以上日

※やむを得ない事情により、出演者、曲順、曲目が変更になる場合
がございます。

アート

予約・購入について

新進気鋭の指揮者とともに登場するのは、世界を舞台に圧倒的存在感を放つヴ

メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲」ホ短調 作品64、
マーラー
「交響曲 第5番 嬰ハ短調

演劇

音楽

岡本知高

Concerto del Sopranista 2016
天使の歌声を持つ
奇跡のソプラニスタ

世界的にも珍しい男性のソプラノ歌手・ソ
プラニスタ岡本知高が登場。裏声を使わず
に高音を出す、生まれながらのソプラノボイス
を持つ。その透明感のある美声と豊かな声
量に思わず聞き惚れる。また、豪華な衣装や
トークの楽しさにも定評があり、必見必聴のコ
ンサートである。
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対象公演 10月28日
（金）開演13時/17時
神戸国際会館 こくさいホール
各線三ノ宮駅より徒歩約5分
※未就学児は入場不可

金

額 S席7,300円
→昼公演7,000円、夜公演6,000円
（全席指定・税込）
受付期間 8月25日
（木）～10月16日
（日）10時～23時59分
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード 96941
※制限枚数お一人様6枚まで ※お客様手数料 0円

City Life 読者限定

対象公演 11月2日
（水）開演19時

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
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可

金
額 S席12,000円→11,000円（全席指定・税込）
受付期間 7/25（月）～10/16（日）
10時～23時59分
特別電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-183
http://w.pia.jp/p/hungarianphil16cl/

City Life 読者限定

対象公演 11月18日
（金）開演19時

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
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可

金
額 S席8,000円→7,500円
受付期間 7/25（月）～10/16（日）
10時～23時59分
特別電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-184
http://w.pia.jp/p/maiskis16cl/

City Life 読者限定

対象公演 10月23日
（日） 開演15時
神戸国際会館こくさいホール
各線三ノ宮駅より徒歩約5分
※未就学児は入場不可

金
額 大人5,500円→5,000円（全席指定・税込）
受付期間 6月24日
（金）10時～9月18日
（日）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード 57802
※制限枚数 お一人様6枚まで ※お客様手数料 0円

地元の情報が満載のWEBサイト

City Life NEWS
City Life NEWSとは？
北摂・阪神の地域情報紙「City Life」の読者
（市民記者）
が発信する地域に根ざすニュー
スサイトです。子育て、求人、話題の観光スポ
ットや面白情報など地域のニッチでタイムリー
な情報をいつでも見ることが出来ます。
地域の情報が分かるCity Life NEWSは

http://citylife-new.com

City Life NEWS で検索

