次が見えてくる、
いつも行き

べて。今を生きているうちに

お笑いのお膝元、
なんばグランド花月NGKで行われる本公演。

24
00

Monthly

エ ン タ メ & ス ポット 情 報 が いっ ぱ い

音楽

演劇

アート

イベント スポーツ おでかけ

予約・購入について
電話予約

●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。
●ガイダンスで案内された番号を持参のうえ、
セブンイレブンまたはサンクス・サークルK、
ぴあ店舗にて、代金引換でチケットを
お受け取りください。詳しくは
http://t.pia.jp/guide/orderbyphone.jsp

ふたりのデビュー前から
始まって歌手人生を辿る
選曲になっているそう。
当日が楽しみです！

今回の見どころは？

当たりばったりよ。でも、行

なんばグランド花月 本公演

歳の美空ひばり、去年100歳のエディット・ピアフ。まだ無名のころの奇跡の始まり。孤独だっ

80

加 藤 登 紀 子コンサート 2 0 1 7

「 人 生 の 始 まり と 終 わ り 」ひばり と ピアフ

今年

全部よ！身じろぎもさせ

取材／笠原美律

ない。
ふたりの人生の最後の

持って最 後までやりぬきた

き当たったことには責 任を

撮影／久保秀臣

叫び、生きる強さを伝えた

｜

た人生の終わり。強靭な心と類い稀な歌心を持ち、波乱の生涯を生き抜いた、日本とフランスの歌姫。

「あなたの最 大の欠 点はた

くましいこと。日本人は強い

とかたくましいとかは嫌いな

その人生を語り歌うコンサートを行うにあたって、意気込みを聞きました。

年くらい前から

ひばりとピアフを
今なぜ、歌うのですか？

ずっと
10

｜

い。演歌のジャンルから出て、

い。ひばりとピアフもそう 、

電話予約 0570-02-9999 Pコード 599-051
※お客様発券手数料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。

弱いというのが日本人。だか

心の内を表現できるような

受付期間 3/25（土）10時～5/21（日）23時

んだよ。儚く 、むなしく 、
か

ら、
あなたみたいに生き抜く

的に取り組むわ。

対象公演 5月28日（日） 16時開演
金額 S席6,500円→6,000円 A席5,000円→4,500円（ともに全席指定・税込）

やると決めたからには徹底

City Life 読者限定

アレンジを心掛けました。生

えた歌の力を伝えられたら。

各線三ノ宮駅より徒歩約5分

き様も含めて人々の心を支

若い人にも来てほしい！

場：神戸国際会館こくさいホール（神戸市中央区御幸通8-1-6）

準 備してたの。ふたりとも

ラマチック！その素晴らしさ

強 さみたいなのは、受けな

10

無名時代と晩年がすごくド

を描きたかった。神戸での公

フを歌ったときも若い人に、

い」
って。 年くらい前にピア

歌詞が強すぎて受け止めき

80

※未就学児は入場不可

会

歳の誕 生日

の前日！神戸で開催したく

れないと言われた。でも今、

目 標とか夢はないの、今

歌を通して
今後したいこと、夢は？

｜

演は、
ひばり

ら 、その 日 だけが空いてい

て 昨 年 末 に 電 話 してみた

を欲しがってる。今こそ、
ふ

みんな生き抜く強さ、自信

をちゃんと生きる、
それがす

公演日：5月28日（日） 15時15分開場 16時開演
料 金：S席6,500円 A席5,000円 学生席1,000円

た。運命を感じて鳥肌が立

と思う。
ひばりとピアフを歌

星の流れに、悲しき口笛、津軽のふるさと、柔、終わりなき旅 ほか
［１部］
［2部］
バラ色の人生、異国の人、名前も知らないあの人へ、響け太鼓、
あなた次第、愛の讃歌 ほか

たりの歌は世 相に合ってる

加藤登紀子

ヴァイオリン
渡辺 剛
パーカッション はたけやま裕

ったわ。

ふたりはど ういう 人
だと思いますか？

何年経っても残る歌ね。

ってると力が湧いてくるの。

脚本・演出・語り・歌

ピアノ 鬼武みゆき
ベース 鳥越啓介

精神的な強さがある人、

戦う人。 年くらい前に、
あ

る男性プロデューサーが私に

20

｜

2017.4
City City
Life HANSHIN・KOBE
2016.0
Life Hokusetsu oooo

特
別 ●オペレーターが対応します。受付時間内にお電話くだ
電話予約
さい。

新着情報はコチラ

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

週替りになっています。詳細はホームページでご確認ください。
http://www.yoshimoto.co.jp/ngk/

NGK で検索

人気の若手芸人から実力派のベテランまで、豪華な主演者たちが
登場し、
「吉本新喜劇」
と漫才や落語などを上演する。
City Life 読者限定

対象公演 5月8日（月）～31日（水）の平日
金額 一般4,700円→3,800円（1階指定席・税込）
公演日：5月8日（月）～31日（水）の平日

受付期間 3/25（土）10時～4/25（火）23時59分

①開場10時半 開演11時／②開場14時 開演14時半

電話予約

料
会

※お客様発券手数料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。

※5月10日
（水）
は②公演のみ

金：4,700円
場：なんばグランド花月

辻本茂雄

アキ

酒井藍

0570-02-9999

すっちー

City Life 読者限定
熊川哲也Kバレエカンパニー「海賊」 対象公演
6月10日
（土）

第55回大阪国際フェスティバル2017

バーンスタイン「ミサ」

開演14時

メドーラ：
浅川 紫織

内場勝則

Pコード 599-079

（大阪市中央区難波千日前11-6）各線「難波駅」下車

コンラッド：
宮尾 俊太郎

小籔千豊

熊川哲也が率いるプロフェッショ フェスティバルホール
（大阪市北区中之島2-3-18）
ナルバレエカンパニーがおくる超大
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」下車
作『海賊』。
どの古典バレエよりも男
※5歳以上入場可、
チケットが必要。
額 S席14,000円→13,000円（全席指定・税込）
性ダンサーの魅力を堪能させる踊り 金
受付期間 3/25（土）10時～5/31（水）23時59分
の数々。バレエ界の常識を覆した、
男
電話予約 0570-02-9999
たちの壮大なアドベンチャーは必見！
P コ ード 599-064
［出演］
メドーラ 浅川紫織、
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者が変更になる場合があります。
コンラッド 宮尾俊太郎ほか。

井村雅代 講演会

20世紀を象徴する音楽家バーンスタ
インの傑作。オーケストラ、歌手、混声合
唱、児童合唱、
ロックバンド、
ブルースバ
ンド、
ダンサーら総勢200人が出演。23
年ぶりの国内上演は大阪だけ！ 総監
督・指揮・演出：井上道義、管弦楽：大阪
フィルハーモニー交響楽団

タンゴ・オーケストラ
コンチネンタル・タンゴの王者として半
世紀以上にわたり、絶大な人気を誇っ
てきた伝説のオーケストラが待望の再
来日。流麗なストリングスと情熱的なア
コーディオンが再び日本中を魅了する。
［曲目］
オレ・グァッパ、
ラ・クンパルシー
タ、黒い瞳ほか。

電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-097
※お客様手数料0円

懐かしのあの歌を一緒に歌おう
！ 今回
で5回目を迎える
「歌声ホール」。新緑萌
える爽やかなこの季節に、
ホールいっぱ
い素晴らしい歌声をご一緒に響かせませ
んか。曲目：オー・シャンゼリゼ、忘れな草
をあなたに、思い出のアルバム、
わたしの
城下町、愛燦燦ほか。
［出演］
小泉陽子、下園弘明＆フレンズ

City Life 読者限定

対象公演 5月9日
（火）開演11時半

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」駅下車徒歩約7分

ジブリの思い出がいっぱい

誰もが知っているジブリの名曲を、迫
力のオーケストラで楽しめるコンサート。
語り役に「風の谷のナウシカ」でナウシ
カ役を務めた声優・島本須美さんも登場
する。
［曲目］
「となりのトトロ」より
“さんぽ”
、
「 崖 の 上 のポニョ」より
“ 崖 の 上 のポ
ニョ”
ほか。

長富 彩

ベートーヴェンとリスト、
ロマン派の礎
を築いた二人の偉大な作曲家の軌跡を
たどるプログラムに、気鋭のピアニストが
いま挑む。
［曲目］
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第8番
ハ短調 作品13「悲愴」、
エリーゼのために
リスト：愛の夢 第3番／夜想曲 変イ長調、
ハ
ンガリー狂詩曲 第2番 嬰ハ短調 ほか

金
額 3,000円→2,700円（全席指定・税込）
受付期間 3/25（土）10時～4/25（火）23時
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 326‐743
※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。

City Life 読者限定

対象公演 5月27日
（土）開演14時

「四月は君の嘘」クラシックコンサート2017

神戸国際会館 こくさいホール
（神戸市中央区御幸通8-1-6）
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3,500円→3,200円
子ども
（3歳～小学生）2,500円→2,200円
（全席指定・税込）※2歳以下入場不可

受付期間 3/25（土）10時～5/21（日）23時
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-050

※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。

ピアノ・リサイタル

ベートヴェンからリストへー古典派からロマン派への転遷ー

※未就学児は入場不可

オーケストラによるドリームコンサート

フェスティバルホール
（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」下車
※未就学児は入場不可

金
額 S席9,500円→9,000円（全席指定・税込）
受付期間 3/25（土）10時～5/31（水）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-065
※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。

アルフレッド・ハウゼ

City Life 読者限定

対象公演 8月27日
（日）開演14時

シンクロナイズドスイミングの選手を経
神戸国際会館 こくさいホール
て1978年から日本代表コーチを務め、 （神戸市中央区御幸通8-1-6）
各線「三ノ宮」駅より徒歩約5分
多くのオリンピック選手を育てている。
※未就学児は入場不可
［講演テーマ］
愛があるなら叱りなさい、
あ 金
額 2,800円→2,500円
（全席指定・税込）
なたが変わるまで、
わたしはあきらめない、
受付期間
3/25（土）7時～7/31（月）23時59分
教える力、人を育てるなど。

歌声ホール vol.5

City Life 読者限定

対象公演 7月14日
（金）開演19時
7月15日
（土）開演14時

©新川直司・講談社

アニメ、映画それぞれの公開を
記念して開催された「四月は君
の嘘クラシックコンサート」が今
年も開催。アニメと映画に登場
したクラシック音楽「サン=サーン
ス：序 奏とロンド・カプリチオー
ソ」、
「クライスラー：愛 の 悲し
み」、
「ショパン：バラード第1番」
などを中心に生演奏が楽しめる。

City Life 読者限定

対象公演 7月20日
（木）開演14時

神戸国際会館 こくさいホール
（神戸市中央区御幸通8-1-6）
各線「三ノ宮」駅より徒歩約5分
※未就学児は入場不可

額 S席7,500円→6,800円
A席6,500円→5,800円
B席5,500円→4,800円（すべて全席指定・税込）
受付期間 3/25（土）7時～6/30（金）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-096
金

※お客様手数料0円

City Life 読者限定

対象公演 6月17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 2,500円→2,000円（全席指定・税込）
受付期間 3/25（土）10時～5/25（木）23時
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-102
※お客様手数料0円
※やむを得ず、曲目等変更になる場合があります。

City Life 読者限定

対象公演 4月9日
（日）開演15時

岸和田市立浪切ホール
（岸和田市港緑町1-1）
南海本線岸和田駅から徒歩約10分
※未就学児は入場不可

金

額 一般4,000円→3,000円
学生（高校生以下）2,000円
（共に全席指定・税込）

受付期間 2/25（土）10時～4/8（土）20時
特別電話予約 072-439-4915
（受付 10時～20時）
「シティライフを見たとお伝えください」
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

