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新着の公演情報

地元で活動する劇団ACALENGAによる創作ミュー
ジカルをお楽しみください。

世界的トランペッターの日野皓正と、関西ジャズの雄・
ベーシスト西山満によるコンサート。世界最年少ドラ
マーとしてギネスにも認定されている鬼束大我も共演
します。

南大阪を代表する市民オーケストラ・堺フィルハーモ
ニー交響楽団のスプリングコンサート。今回は公募
の市民合唱団が参加し、ナレーション付の演奏会形式
で歌劇「カルメン」（ハイライト）などをお届けします。

菊池彦典指揮、岩田達宗演出、大阪交響楽団による
ヴェルディの名作「椿姫」全3幕字幕付原語上演。
究極のメロドラマに涙する12月。

小椋佳が繰り広げる、和み、励み、挑みが心に広がる歌
と語らいのひと時をお楽しみください。

ジブリからクラシックまで、気軽
に楽しめるピアノコンサートです。
0歳からご入場いただけます。

［出演］　�劇団ACALENGA

［出演］　�日野皓正、西山満、鬼束大我　ほか
［曲目］　�nostalgia、crimson、sweet love of mine、

川の流れのように　ほか

［出演］　�指揮：井村誠貴、ソリスト：上村智恵（ソプラノ）、
田中友輝子（メゾ・ソプラノ）、松本薫平（テノール）、
田中勉（バリトン）

［曲目］　�ボロディン：歌劇「イーゴリ公」より”ダッタン人の踊り”、
ビゼー：歌劇「カルメン」（ハイライト）　ほか

井村誠貴

［出演］　��ヴィオレッタ ：老田裕子、渡邉美智子
 ジェルモン ：伊藤正、田中勉 
アルフレード  ：岡田尚之、Gjorgji Cuckovski ほか

［出演］　�小椋佳

12月4日（土）
	 昼公演		15：00開演（14：30開場）
	 夜公演		18：30開演（18：00開場）
堺市立栂文化会館　ホール

2011年
2月27日（日）14：00開演（13：30開場）
堺市立栂文化会館　ホール

2011年
3月6日（日）14：00開演（13：30開場）
堺市民会館　大ホール

12月18日（土）
　　  19日（日）
堺市民会館　大ホール

2011年
1月29日（土）18：00開演（17：30開場）
堺市民会館　大ホール

［出演］� �Piano Duo RY （小片ルミ、島田ユミ）
 賛助出演：シズエ＆オサム・ショパンスキ・オガタ
［曲目］　�パッヘルベル：カノン
 ジブリメドレー
 サンサーンス：“動物の謝肉祭”より「白鳥」　ほか

2011年
3月6日（日）14：00開演（13：30開場）
ウェスティ（堺市立西文化会館）レッスンルーム

 地元演奏家・団体シリーズ
 第2回公演　劇団ACALENGA

ミュージカル
 アリスの国のアリス
 ～Alice in the Aliceland ～

 ニューイヤージャズ

日野皓正ジャズコンサート
 ～日野皓正Meets 西山満＆New Direction ～

 堺シティオペラ　第25回定期公演

オペラ「椿姫」

 堺フィルハーモニー交響楽団

スプリング・コンサート
 ～歌劇「カルメン」（ハイライト）～

小椋佳コンサート
「歌談の会」

 0歳からの
コンサート
 ～親子で楽しむピアノの世界～

全席指定

全席指定 全席指定

全席指定一般�前売￥1,500（当日￥1,800） 中学生以下�前売￥1,000（当日￥1,200）

前売￥4,000（当日￥4,500） 前売￥1,800（当日￥2,300）

前売￥4,500（当日￥5,000）
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。 ※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

発売中 12月3日（金）発売

市 栂 ウ 文 ロ 52882 市 栂 ウ 文 ロ 54226

主催・問　　　栂

発売中の公演情報

市 栂 ウ 文 ロ 59144e 市 栂 ウ 文 ロ 59192e

文振主催・問 文振主催・問

大好評を得た堺古楽コンサー
トVOL.1に引き続き、今回は『フ
ランシスコ・ザビエルと堺』と
いうテーマで、当時のお話と古
楽器の演奏をお楽しみいただ
きます。

［出演］� 演奏：ダンスリー・ルネサンス合奏団
 講師：堺市博物館学芸員　倉橋昌之　

2011年
3月13日（日）14：00開演（13：30開場）
堺市立西文化会館（ウェスティ）�ホール

堺古楽コンサート
 VOL.2
 ～フランシスコ・ザビエルと堺～

全席自由 前売￥2,000（当日￥2,500）
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

12月1日（水）発売

文振主催・問 堺古楽コンサート実行委員会

六代目三遊亭圓楽襲名を記念して、テレビ番組「笑
点」のメンバーを中心に江戸落語をお楽しみいただ
きます。

［出演］　�三遊亭圓楽、桂歌丸、春風亭昇太、三遊亭王楽、
三遊亭楽大

2011年
4月3日（日）14：00開演（13：30開場）
堺市民会館　大ホール

六代目三遊亭圓楽
襲名記念落語会

全席指定 一般��前売￥3,500（当日￥4,000）�
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

12月10日（金）発売

主催・問 市民会館

ドイツで注目されている演奏者高田
泰治を迎え、チェンバロによるJ.S.バッ
ハの作品を延原武春の解説をまじえ
て、聴きどころ満載のステージをお届
けします。

［出演］� 高田泰治（チェンバロ）、延原武春（お話）
［曲目］� �プレリュードとフーガ第1番　ハ長調　BWV846（平均律クラヴィーア曲集第1部より）
 イギリス組曲　第2番　イ短調　BWV807 インヴェンションとシンフォニアより
 イタリア協奏曲　ヘ長調　BWV971　ほか

2011年
4月9日（土）18：00開演（17：30開場）
堺市民会館　小ホール

チェンバロでつづる…
 J.S.バッハの心と音
 ～高田泰治…
　ドイツ人の心を奏でる若き日本人～

全席指定 一般��前売￥3,000（当日￥3,500）��
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。 12月10日（金）発売

市 栂 ウ 文 ロ 54085e

主催・問 市民会館

主催・問 市民会館

17：00開演（16：00開場）
14：00開演（13：00開場）

主催・問　堺シティオペラ 一般社団法人 072-254-1151 http://www.sakai-city-opera.jp/
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

S席￥12,000　A席￥10,000　B席￥8,000　C席￥4,000全席指定

岩田達宗

渡邉美智子

菊池彦典

Gjorgji Cuckovski

［出演］� �笑福亭鶴瓶、瑛太、余貴美子、中村勘三郎、香川照之、八千草薫ほか

2011年 2月15日（火）
①10：30上映開始（10：00開場）	②14：00上映開始（13：30開場）
堺市民会館　小ホール

2011年 2月18日（金）
カサブランカ　10：30上映開始（10：00開場）
嵐が丘　　		 	13：30上映開始（13：00開場）
堺市立栂文化会館　ホール

2011年 2月20日（日）
ゼロの焦点　10：30上映開始（10：00開場）
天城越え　　13：30上映開始（13：00開場）
ウェスティ（堺市立西文化会館）ホール

山あいの村で慕われていた医
師が謎の失踪。
やがて事件は思わぬ方向へ。

清張ファンの期待に応え、「ゼロの焦点」と「天城越え」の2本を上映します。

洋画アンケートにお答えし、1位作品を上映します。

 もう一度見たい映画 見逃した映画�～ちょっとなつかしシネマへようこそ～

 ディア・ドクター

 ～フェスティバル in 栂～ 
 洋画鑑賞会　第3弾
�「カサブランカ」「嵐が丘」

コインDE シネマ
  ～清張シリーズⅠ・ミステリー編～

全席指定

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。※完全入替制
￥500（前売・当日とも）発売中 市 栂 ウ 文

主催・問　　　栂

［出演］� �「カサブランカ」 ハンフリー・ボガート、イングリット・バーグマン
 「嵐が丘」       ローレンス・オリヴィエ、マール・オペロン

［出演］� �「ゼロの焦点」　久我美子、高千穂ひづる、有馬稲子　ほか
 「天城越え」　　渡瀬恒彦、田中裕子、平幹二郎、伊藤洋一　ほか

全席指定

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。※完全入替制

�前売��2本券￥800��1本券￥500
（当日 2本券 ￥1,000　1本券 ￥600）

発売中

全席指定

※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。※完全入替制
￥500（前売・当日とも）発売中 市 栂 ウ 文 ロ 53438

主催・問 ウェスティ

Ⓒ2009『Dear Doctor』製作委員会

ゼロの焦点

カサブランカ

天城越え

嵐が丘

全席自由 一　�般￥��800（前売・当日とも）  
親子券￥1,000（前売・当日とも）大人1名・子ども1名
子ども￥���300（前売・当日とも）3歳から中学生　※3歳未満無料
※3歳未満のお子様はひざ上になります。お席をご希望の方は、子ども券をご購入ください。

2011年1月7日（金）発売 市 栂 ウ 文

主催・問 ウェスティ

チケット 118-532ぴ

主催・問 市民会館

チケット チケット

チケット

市 栂 ウ 文 ロ 54076eチケット

ロ 53410チケット

チケット

和太鼓の常識を超えた感動とスピー
ド感あふれるスピリッツ。

［出演］　�打打打団天鼓

2011年
2月19日（土）15：30開演（15：00開場）
堺市立栂文化会館　ホール

 日本の伝統音楽・芸能シリーズ
 第7回公演

打打打団  天鼓
和太鼓コンサート

photo by Atsushi Tani

全席指定 前売￥3,000（当日￥3,500）
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。

発売中 市 栂 ウ 文 ロ 58813

主催・問　　　栂

チケット

チケット チケット

チケット

市 栂 ウ 文 ロ 58810（2本券のみ）チケット

チケットeC席￥4,000完売 堺シティオペラ事務局




