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（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール 〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町4-2-2  http://www.kobe-bunka.jp/hall/
TEL 078-351-3535（代表）　FAX 078-351-3121

事務所受付／［火曜日～土曜日］9：00～17：00　プレイガイド受付／10：00～18：00（年末・年始を除き年中無休）

電車をご利用の方へ
●市営地下鉄　西神山手線　大倉山駅より徒歩1分
●JR神戸線　神戸駅より北へ徒歩10分
●神戸高速鉄道　高速神戸駅より北へ徒歩8分
●市営地下鉄　海岸線　ハーバーランド駅より北へ徒歩12分
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至 阪急三宮

至 三宮

至 三宮

至 阪神三宮

至 阪神高速 京橋IC

至 三ノ宮

至 須磨

至 西神中央

市営地下鉄西神山手線

JR神戸線

至 明石

車でお越しの方は、大倉山駐車場のご利用が可能です
■大倉山駐車場のご案内（収容279台）
連絡先：神戸市道路公社　TEL 078-302-4671　大倉山駐車場　TEL 078-382-0823

神戸市室
内合奏団

神戸市混
声合唱団神戸文化ホール友の会

チケットの優先予約　一般発売日以前に予約可能
チケットの1割引購入（1公演につき4枚まで）
情報誌の送付　神戸文化ホールでの公演情報を掲載した
　　　　　　　情報誌を隔月お届けします
その他、会員特典がございます。詳しくは神戸文化ホールHPをご覧ください。

神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00）
（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部

TEL 078-351-3349 または 6105
ホームページ（一部販売していない公演もございます） 
http://www.kobe-bunka.jp/hall/

T E L 078-361-7241
FAX 078-361-7182
E-mail info@kobe-ensou.jp
ホームページ http://www.kobe-ensou.jp/

年会費

会員特典

指定の主催公演の無料鑑賞（年間36回以上）
指定の主催公演チケットの２割引購入（1公演につき２枚まで）
情報誌の送付　神戸文化ホールでの公演情報を掲載した
　　　　　　　情報誌を隔月お届けします

会員特典

問合先 問合先

2,160円
（税込・入会時から１年間）

年会費 10,000円
（税込・入会時から１年間）

神戸文化ホールで開催される
さまざまな公演がおトクに楽しめます

車椅子専用スペース10席（1階1列・2列・12列・13列の一部）

車椅子に転換できる席（1階1列・2列の一部）　
取りはずし可能座席36席→車椅子専用スペース12席に変更可能

車椅子専用スペース６席（１階１列の一部）

車椅子に転換できる席（1階1列の一部）　
取りはずし可能座席24席→車椅子専用スペース12席に変更可能

PA指定席

大ホール座席表 中ホール座席表

座席表

大ホール

中ホール

神戸音楽友の会
神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の
主催公演をお楽しみ頂けます
※新規会員募集は2017年3月末をもって終了します

友の会会員募集中友の会会員募集中 ★P.7にお知らせあり

2017/
3/28（火）

2017/
3/20（月・祝）

2017/
4/22（土）

2017/
3/18（土）

2017/2017/2017/2017/2017/2017/2017/
4/224/224/224/224/224/224/224/224/224/224/22（土）
撮影：内池秀人（エクラン）

with
兵庫県立高砂高等学校
ジャズバンド部
ビッグ・フレンドリー・
ジャズ・オーケストラ
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ロビー

　メノッティのオペラ『電話』は、ユーモラスで微笑ましい恋人同士の
やり取りを描いた現代オペラの傑作です。『お節介な天使』はその続
編として、橋本恵史さんが原作・台本を手がけたオペラです。
　今回のステージでは、Angel（天使）役として出演されるだけでなく、自ら演出も担当される橋本さんに、作
品の魅力についてうかがいました。

出演

第2回　気負わずに楽しめるオペラ『電話』

こんにちは、ライターの
ガーモです。
ココでは舞台の裏話
や公演をもっと楽しむ
ためのポイントを紹介
したいと思います。

ライター・ガーモ
の

ステージのツボ

　イタリア・フィレンツェで産声をあげたオ
ペラは400年の歴史を持ち、音楽、美術、
演劇、舞踊など、あらゆる芸術の要素が集
結した「総合舞台芸術」です。
　19世紀に最盛期を迎え、ロッシーニ、
ヴェルディ、プッチーニらが数々の傑作を残
し、その後、ヨーロッパ各地でも独自のオペ
ラが作られるようになりました。19世紀後半
には、庶民にも楽しめるコメディ形式の作
品が多い「オペレッタ」が登場し、その後ア
メリカではミュージカルが生まれました。

　大掛かりな舞台装置や豪華な衣裳、大
編成のオーケストラや合唱など、オペラに
はとにかくスケールの大きな舞台というイ
メージがありますが、メノッティの『電話』
は、現代の恋人たちを主人公にした軽妙
なラブコメディでステージ・オン・ステージ
＃３【オペラ】では、伴奏もピアノだけのシ
ンプルなもの。
　イタリアに生まれアメリカに移住して作
曲家として活躍したジャン・カルロ・メノッ
ティは、イタリアオペラの伝統に現代的な

題材を組み合わせて自ら台本を執筆し、親
しみやすいオペラ作品を数多く発表しまし
た。代表作『電話』は、オペラは初めてとい
う方も、もちろんオペラファンの方も楽しめ
る作品です。

1965年に吹奏楽部として発足、神
戸市文化振興財団などが主催する
『Japan Student Jazz Festival』
では、毎年上位入賞を果たしてい
る。2004年公開の、矢口史靖監督
による映画『スウィングガールズ』
のモデル校になったことでも知られ
ている。

古き良き時代のアメリカのスタン
ダードナンバー、スウィングナン
バーから、ポップスまで幅広いレ
パートリーを持ち、原曲の心を大切
にした（本人の音楽に対する考え
方）歌唱表現は、透明感のある声、
語学力のセンスの良さも合い重なっ
て聴く人をあたたかく包みます。
過去に「神戸ジャズストリート」な
どのジャズコンサートフェスティバ
ルにも多数出演しており、現在さく
らFMにて「さくらFM音楽室」（水
曜日 20：00～）第１週水曜日の
パーソナリティとして活躍中。

あえて通常の客席を使わずに舞台上に特設する
「ステージ・オン・ステージ」企画の第３弾。

ボーカル

キャンディ浅田

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】
電話／お節介な天使

中

料金
全席自由・税込

好評発売中

好評発売中
※プレイガイドでのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※小学生以上要チケット。※20日公演のみ未就学児童の入場はご遠慮ください。
※２１日公演のみ未就学児童入場可。

一般　4,000円　　

学生　2,000円
（大学生以下）

オペラ

チケット
発売所

308-508ぴあ

神戸
文化

e

料金
全席自由

税込
チケット
発売所

神戸
文化

コンサート

キャンディ浅田JAZZコンサート
with

兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部　ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

　昨年から始まったロビーコンサートでは、『古き良き時代のジャズボーカル』というテーマで、毎回、時代を超え
て歌い継がれてきたジャズのスタンダードナンバーを披露してきたキャンディ浅田さん。「昔ながらのジャズファン
の方にも、ジャズはなんだか敷居が高くてとおっしゃる方にも、気軽に聴きに来ていただけるのがこのロビーコン
サートの魅力。初めてジャズに触れたというお客様もたくさんおられます」という言葉からも、回を重ねるごとに
お客様の裾野が広がっていることがわかります。
　来年３月に中ホールで開催されるコンサートは、ロビージャズコンサートの集大成となるもの。いつものピアノ
とベースによる伴奏のほか、映画『スウィングガールズ』のモデルにもなった兵庫県立高砂高校の『ビッグ・フレン
ドリー・ジャズ・オーケストラ』を迎えて、フルバンドをバックに歌う、ロビーコンサートとは一味違う浅田さんの歌声
も楽しめる内容になっています。
　ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラは、ジャパンステューデントジャズフェスティバルでの上位常連校で、
著名な演奏家との共演も豊富。「12、3年前に初めてビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラの演奏を聴いた
時、そのレベルの高さ、息の合ったアンサンブルに感激、いつか共演できればと思っていました。今回、ステージ
のお話をいただいた時に希望を伝えたところ、願いが叶って初めて共演することになりました」という浅田さん。
　「ジャズの魅力や楽しさを受け継いでくれる、こういう若い人たちが育っていることをうれしく思っています。今
回のステージでは、ピアノとベースの伴奏によるいぶし銀のような大人のジャズと、はつらつとした躍動感あふ
れるフルバンドとの共演、その対比を楽しんでいただけたらと思います」と抱負を語ってくださいました。
　最後に、「神戸の街にはジャズが根付いていて、お客様の層も厚く、みなさん自然体で心からジャズを楽しん
でおられます。そんな神戸で、じっくりジャズを聴いていただけるコンサートが行えるなんて、今からわくわくしてい
ます」というメッセージをいただきました。

高校生ビッグバンドとの饗宴　
ロビージャズコンサートシリーズの集大成！

チケット
発売所 315-381ぴあ 57676ロー

ソン
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CN 国際e
料金

全席指定
税込 好評発売中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

オペラde神戸「蝶々夫人」＠神戸文化ホール 大ホール

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

一般 前売 2,000円　当日 2,500円

キャンディ浅田、竹下清志、中島教秀、
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部　ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部

ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

ほっこり優しい気持ちになれる心温まる２つの物語

2部　創作オペラ
「A Busy Angel～お節介な天使～」

演出・原作・台本

橋本　恵史
大阪音楽大学大学院歌曲研究室修
了。ハンブルグ音楽院を最高点で修
了。オペラ、歌曲、宗教曲、ミュー
ジカルと、主役から脇役まで分野を
問わず幅広く活躍するほか、「世界
中の学校に音楽を」をスローガン
に、World Music Projectを立ち上
げ、カンボジアを中心に音楽教育の
普及にも力を尽くしている。

大 2017/1/20（金）19：00 開演(18：30開場)　1/21（土）14：00 開演（13：30開場） 2017/3/28（火）14：00 開演(13：30開場)
※舞台上に座席を特設します　※21日公演のみ未就学児童入場可

■プログラム
１部／The Telephone～電話～　G.Cメノッティ 作曲
２部／A Busy Angel～お節介な天使～　橋本恵史 原作・台本／前田恵実 作曲
［演出］橋本恵史　　　　［出演］
［舞台監督］佐々木彩乃

１部／ルーシー：田邉織恵　  ベン：東平聞
２部／ルーシー：田邉織恵　  ベン：東平聞
　　  エンジェル：橋本恵史　神父：水口健次　ほか
ピアノ／關口康祐
パーカッション／中田丈次

オペラの楽しさを間近に感じる
臨場感あふれるステージ・オン・ステージ

　オペラ『電話』は小劇場のお芝居に近い感覚があって、なおかつわかりやすく、私たちの日常生活をそのまま
のぞき見るような親近感が魅力です。『お節介な天使』は、結婚後、なかなか赤ちゃんが授からない２人のところ
に、お節介な天使が赤ちゃんとしてやってくるというお話です。私の役どころは17歳に成長した赤ちゃんつまり天
使で、いつまでも地上にとどまることはできない、２人と別れる時が近づいているという設定です。
　この台本は、ある日の夜中にふと目が覚めて、あっと言う間に書き上げたものです。もしかしたら本当にお節介
な天使がいて、私にインスピレーションを与えてくれたのではないかと思っています。
　普段、舞台は客席から遠いものですが、今回はステージ上に客席を設ける“ステージ・オン・ステージ”で、出
演者にとても近い距離で舞台を楽しんでいただくことができます。さらに大きなスクリーンも使用しますので、と
ても臨場感のある空間になると思います。
　どちらも短いオペラですが、それだけに見所をぎゅっと詰め込んだ、とても密度の濃い作品です。オペラ本来
の素晴らしさを失うことなく、多くのお客様に「オペラって楽しい！」と思っていただける、言うなれば間口を広げら
れるような作品をめざしています。オペラにあまりなじみのない方でも、一歩足を踏み入れたら、またオペラを観
たくなることは間違いなし、そんなステージになると思います。
　寒い季節の上演となりますが、劇場にいらした方々にほっこりと温かな、優しい気持ちになっていただけること
を願っています。

2部　創作オペラ
「A Busy Angel～お節介な天使～」

臨場感あふれるステージ・オン・ステージ

本公演に先駆けて、作・演出・出演の３役をこなすテノール歌手
橋本恵史が、本公演でもピアノを担当する關口康祐とのタッグで
楽しい時間をお届けします。内容は当日までのお楽しみ。歌手？
落語家？いったい何者⁉抱腹絶倒の60分をあなたに。ステー
ジ・オン・ステージ＃３に関する裏話なんかも聞けるかも！？

橋本恵史プレゼンツ！
オペラを100倍楽しむために！
歌手？落語家？いったい何者⁉ 抱腹絶倒の60分！

※本公演（ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話／お節介な天使）の
　チケットをお持ちの方は、入場時にチケット提示で無料。

2016/12/12（月）
①13:00開演（12：30開場）②15:00開演（14：30開場）

大
ロビー

プレイベント開催決定！

一般 500円　　　　　　　400円
神戸文化ホール
友の会会員



今
月
の
特
集

今
月
の
特
集

2 3電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー

　メノッティのオペラ『電話』は、ユーモラスで微笑ましい恋人同士の
やり取りを描いた現代オペラの傑作です。『お節介な天使』はその続
編として、橋本恵史さんが原作・台本を手がけたオペラです。
　今回のステージでは、Angel（天使）役として出演されるだけでなく、自ら演出も担当される橋本さんに、作
品の魅力についてうかがいました。

出演

第2回　気負わずに楽しめるオペラ『電話』

こんにちは、ライターの
ガーモです。
ココでは舞台の裏話
や公演をもっと楽しむ
ためのポイントを紹介
したいと思います。

ライター・ガーモ
の

ステージのツボ

　イタリア・フィレンツェで産声をあげたオ
ペラは400年の歴史を持ち、音楽、美術、
演劇、舞踊など、あらゆる芸術の要素が集
結した「総合舞台芸術」です。
　19世紀に最盛期を迎え、ロッシーニ、
ヴェルディ、プッチーニらが数々の傑作を残
し、その後、ヨーロッパ各地でも独自のオペ
ラが作られるようになりました。19世紀後半
には、庶民にも楽しめるコメディ形式の作
品が多い「オペレッタ」が登場し、その後ア
メリカではミュージカルが生まれました。

　大掛かりな舞台装置や豪華な衣裳、大
編成のオーケストラや合唱など、オペラに
はとにかくスケールの大きな舞台というイ
メージがありますが、メノッティの『電話』
は、現代の恋人たちを主人公にした軽妙
なラブコメディでステージ・オン・ステージ
＃３【オペラ】では、伴奏もピアノだけのシ
ンプルなもの。
　イタリアに生まれアメリカに移住して作
曲家として活躍したジャン・カルロ・メノッ
ティは、イタリアオペラの伝統に現代的な

題材を組み合わせて自ら台本を執筆し、親
しみやすいオペラ作品を数多く発表しまし
た。代表作『電話』は、オペラは初めてとい
う方も、もちろんオペラファンの方も楽しめ
る作品です。

1965年に吹奏楽部として発足、神
戸市文化振興財団などが主催する
『Japan Student Jazz Festival』
では、毎年上位入賞を果たしてい
る。2004年公開の、矢口史靖監督
による映画『スウィングガールズ』
のモデル校になったことでも知られ
ている。

古き良き時代のアメリカのスタン
ダードナンバー、スウィングナン
バーから、ポップスまで幅広いレ
パートリーを持ち、原曲の心を大切
にした（本人の音楽に対する考え
方）歌唱表現は、透明感のある声、
語学力のセンスの良さも合い重なっ
て聴く人をあたたかく包みます。
過去に「神戸ジャズストリート」な
どのジャズコンサートフェスティバ
ルにも多数出演しており、現在さく
らFMにて「さくらFM音楽室」（水
曜日 20：00～）第１週水曜日の
パーソナリティとして活躍中。

あえて通常の客席を使わずに舞台上に特設する
「ステージ・オン・ステージ」企画の第３弾。

ボーカル

キャンディ浅田

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】
電話／お節介な天使

中

料金
全席自由・税込

好評発売中

好評発売中
※プレイガイドでのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※小学生以上要チケット。※20日公演のみ未就学児童の入場はご遠慮ください。
※２１日公演のみ未就学児童入場可。

一般　4,000円　　

学生　2,000円
（大学生以下）

オペラ

チケット
発売所

308-508ぴあ

神戸
文化

e

料金
全席自由

税込
チケット
発売所

神戸
文化

コンサート

キャンディ浅田JAZZコンサート
with

兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部　ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

　昨年から始まったロビーコンサートでは、『古き良き時代のジャズボーカル』というテーマで、毎回、時代を超え
て歌い継がれてきたジャズのスタンダードナンバーを披露してきたキャンディ浅田さん。「昔ながらのジャズファン
の方にも、ジャズはなんだか敷居が高くてとおっしゃる方にも、気軽に聴きに来ていただけるのがこのロビーコン
サートの魅力。初めてジャズに触れたというお客様もたくさんおられます」という言葉からも、回を重ねるごとに
お客様の裾野が広がっていることがわかります。
　来年３月に中ホールで開催されるコンサートは、ロビージャズコンサートの集大成となるもの。いつものピアノ
とベースによる伴奏のほか、映画『スウィングガールズ』のモデルにもなった兵庫県立高砂高校の『ビッグ・フレン
ドリー・ジャズ・オーケストラ』を迎えて、フルバンドをバックに歌う、ロビーコンサートとは一味違う浅田さんの歌声
も楽しめる内容になっています。
　ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラは、ジャパンステューデントジャズフェスティバルでの上位常連校で、
著名な演奏家との共演も豊富。「12、3年前に初めてビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラの演奏を聴いた
時、そのレベルの高さ、息の合ったアンサンブルに感激、いつか共演できればと思っていました。今回、ステージ
のお話をいただいた時に希望を伝えたところ、願いが叶って初めて共演することになりました」という浅田さん。
　「ジャズの魅力や楽しさを受け継いでくれる、こういう若い人たちが育っていることをうれしく思っています。今
回のステージでは、ピアノとベースの伴奏によるいぶし銀のような大人のジャズと、はつらつとした躍動感あふ
れるフルバンドとの共演、その対比を楽しんでいただけたらと思います」と抱負を語ってくださいました。
　最後に、「神戸の街にはジャズが根付いていて、お客様の層も厚く、みなさん自然体で心からジャズを楽しん
でおられます。そんな神戸で、じっくりジャズを聴いていただけるコンサートが行えるなんて、今からわくわくしてい
ます」というメッセージをいただきました。

高校生ビッグバンドとの饗宴　
ロビージャズコンサートシリーズの集大成！

チケット
発売所 315-381ぴあ 57676ロー

ソン
神戸
文化

CN 国際e
料金

全席指定
税込 好評発売中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

オペラde神戸「蝶々夫人」＠神戸文化ホール 大ホール

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

一般 前売 2,000円　当日 2,500円

古き良き時代のアメリカのスタン
ダードナンバー、スウィングナン
バーから、ポップスまで幅広いレ
パートリーを持ち、原曲の心を大切

ボーカル

キャンディ浅田

キャンディ浅田、竹下清志、中島教秀、
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部　ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部

ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

ほっこり優しい気持ちになれる心温まる２つの物語

2部　創作オペラ
「A Busy Angel～お節介な天使～」

演出・原作・台本

橋本　恵史
大阪音楽大学大学院歌曲研究室修
了。ハンブルグ音楽院を最高点で修
了。オペラ、歌曲、宗教曲、ミュー
ジカルと、主役から脇役まで分野を
問わず幅広く活躍するほか、「世界
中の学校に音楽を」をスローガン
に、World Music Projectを立ち上
げ、カンボジアを中心に音楽教育の
普及にも力を尽くしている。

大 2017/1/20（金）19：00 開演(18：30開場)　1/21（土）14：00 開演（13：30開場） 2017/3/28（火）14：00 開演(13：30開場)
※舞台上に座席を特設します　※21日公演のみ未就学児童入場可

■プログラム
１部／The Telephone～電話～　G.Cメノッティ 作曲
２部／A Busy Angel～お節介な天使～　橋本恵史 原作・台本／前田恵実 作曲
［演出］橋本恵史　　　　［出演］
［舞台監督］佐々木彩乃

１部／ルーシー：田邉織恵　  ベン：東平聞
２部／ルーシー：田邉織恵　  ベン：東平聞
　　  エンジェル：橋本恵史　神父：水口健次　ほか
ピアノ／關口康祐
パーカッション／中田丈次

オペラの楽しさを間近に感じる
臨場感あふれるステージ・オン・ステージ

　オペラ『電話』は小劇場のお芝居に近い感覚があって、なおかつわかりやすく、私たちの日常生活をそのまま
のぞき見るような親近感が魅力です。『お節介な天使』は、結婚後、なかなか赤ちゃんが授からない２人のところ
に、お節介な天使が赤ちゃんとしてやってくるというお話です。私の役どころは17歳に成長した赤ちゃんつまり天
使で、いつまでも地上にとどまることはできない、２人と別れる時が近づいているという設定です。
　この台本は、ある日の夜中にふと目が覚めて、あっと言う間に書き上げたものです。もしかしたら本当にお節介
な天使がいて、私にインスピレーションを与えてくれたのではないかと思っています。
　普段、舞台は客席から遠いものですが、今回はステージ上に客席を設ける“ステージ・オン・ステージ”で、出
演者にとても近い距離で舞台を楽しんでいただくことができます。さらに大きなスクリーンも使用しますので、と
ても臨場感のある空間になると思います。
　どちらも短いオペラですが、それだけに見所をぎゅっと詰め込んだ、とても密度の濃い作品です。オペラ本来
の素晴らしさを失うことなく、多くのお客様に「オペラって楽しい！」と思っていただける、言うなれば間口を広げら
れるような作品をめざしています。オペラにあまりなじみのない方でも、一歩足を踏み入れたら、またオペラを観
たくなることは間違いなし、そんなステージになると思います。
　寒い季節の上演となりますが、劇場にいらした方々にほっこりと温かな、優しい気持ちになっていただけること
を願っています。

本公演に先駆けて、作・演出・出演の３役をこなすテノール歌手
橋本恵史が、本公演でもピアノを担当する關口康祐とのタッグで
楽しい時間をお届けします。内容は当日までのお楽しみ。歌手？
落語家？いったい何者⁉抱腹絶倒の60分をあなたに。ステー
ジ・オン・ステージ＃３に関する裏話なんかも聞けるかも！？

橋本恵史プレゼンツ！
オペラを100倍楽しむために！
歌手？落語家？いったい何者⁉ 抱腹絶倒の60分！

※本公演（ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話／お節介な天使）の
　チケットをお持ちの方は、入場時にチケット提示で無料。

2016/12/12（月）
①13:00開演（12：30開場）②15:00開演（14：30開場）

大
ロビー

プレイベント開催決定！

一般 500円　　　　　　　400円
神戸文化ホール
友の会会員
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第4回神戸国際フルートコンクールの入賞者であり、第8回同コンクールの審査員
もつとめた、ヘンリック・ヴィーゼによるフルートリサイタル。今回はフランス
印象主義と20世紀のアメリカ音楽によって組まれたプログラムを演奏します。
［出演］ヘンリック・ヴィーゼ（Fl）　西脇千花（Pf）
［予定曲目］
ドビュッシー　牧神の午後への前奏曲（編曲：SAMAZEUILH）

ラヴェル　　　ダフニスとクロエ　第2組曲より「パントマイム」（編曲：Henrik Wiese）

フェルー　　　三つの小品
リーバーマン　ソナタ　　　　　ほか 　  会館特別価格　　　　　  2,280円

　　　　　　　　　 一般価格  2,400円

ダンス

電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所

親子のためのオーケストラ
ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

12/18（日）　15：00開演（14：15開場）大

※3歳以上有料。3歳未満のお子様は膝上鑑賞
　1名無料。ただし、座席が必要な場合は有料。
※当日、ベビーカー預かり所あり。

チケット
発売所 305-552ぴあ神戸

文化

CN 国際e54108ロー
ソン

1階席 4,000円 
2階席 3,500円

料金
全席指定

税込

料金
全席指定

税込

料金
全席指定

税込

料金
全席指定

税込

オーケストラリサイタル

動物たちによるオーケストラ「ズーラシアン
フィルハーモニー管弦楽団」によるコンサート！
シンフォニック童謡をテーマに、日本から世界
に向けて発信する一大ファンタジー。親子のた
めのクラシックコンサートです。

［演奏予定曲目］
もろびとこぞりてファンファーレ/うさぎ協奏曲/トライ・エヴ
リシング/クリスマス・ファンタジー！　ほか

しまじろうコンサート
「しまじろうとクリスマスのねがいごと」

12/2（金）①11：00②13：30③16：00

12/3（土）・12/4（日）①9：50②12：10③14：30④16：50

しまじろうと一緒に探し物をしたり、クリスマス
ソングを歌ったり…。会場みん
なの参加でストーリーが進む
から、家族で思わず夢中にな
るコンサートです。

大

※一般価格のチケットは一般プレイガイドからお買い求めください。
　お取り扱いについては、各プレイガイドにてお問い合わせください。
※3歳未満のお子さまは保護者1名につきお子さま1名まで膝上鑑賞無料。

※神戸文化ホール友の会会員も同額

633-462ぴあ e54410ロー
ソン

大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大
ロビー

子供向け音楽劇

家族で楽しめる参加型コンサートを
クリスマスプレゼントにしませんか？

落語 桂文珍独演会　JAPAN TOUR ～一期一笑～
2017/4/22（土）　①12：00開演（11：30開場）　②16：00開演（15：30開場）中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。
※開演時間に遅れますと、指定された場所でのお立ち見のご案内となる場合が
　あります。予めご了承ください。

一階席　4,500円　
二階席　3,800円

料金
全席指定・税込

会員先行発売 2017/1/26（木）開始
一般発売 2017/1/31（火）開始

神戸文化ホール春恒例！上方落語界を代表する一人である桂文珍が贈る独演会。テレビ・ラジオをはじめ、
さまざまな活動を続けながらも時代の波を鋭くキャッチするセンスを持ち、知性と庶民性を
ほどよく融合させたキャラクターは文珍ならでは。次から次へとつむぎだす「笑い」が、世
知辛い世相を吹き飛ばす。古典はもちろん、常に時代を切り取った新作も評価が高い「文珍
落語」をどうぞご堪能ください。　［出演］桂文珍　ほか

平成の爆笑王・桂文珍の神戸恒例寄席！

チケット
発売所 455-223ぴあ CN 国際e54909ロー

ソン
神戸
文化

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

料金
全席自由・税込

チケット
発売所

455－257ぴあ

神戸
文化

第九回　神戸能
2017/3/20（月・祝）　13：00開演（12：30開場）中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドに
　お問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。　
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

一般　4,700円　学生　1,800円料金
全席自由・税込

①発売日 12/16（金）　②～⑤12/16（金）予約受付開始

神戸という地は、「源氏物語」や源平合戦の舞台になるなど、歴史的な視点から
見ると「能」の題材として取り上げられることもあった風光明媚な場所でもありま
す。その神戸で、我が国の伝統芸能を代表し、ユネスコに認定された無形文化遺産
でもある能楽の魅力をお楽しみください。
［演目・出演］
①能「経正　替之型」　　　シテ　久保信一朗　ワキ　是川正彦
②狂言「六地蔵」　　　　　シテ　善竹忠亮　
③能「玄象　替之型　窕」　シテ　上田貴弘　　ワキ　江崎欽次朗

春のひとときに、幽玄の世界を

チケット
発売所 455-256ぴあ

CN e55644ロー
ソン

神戸
文化

QRコード
スペース
15×15mm

神戸
文化

プレイベント情報～神戸能解説セミナー～

ミニワークショップ＆マスタークラス開催

好評発売中好評発売中

好評発売中

好評発売中

2017/2/12（日）　15：00開演（14：30開場）

ヘンリック・ヴィーゼ フルートリサイタル
～フランス印象主義と20世紀アメリカ音楽へのオマージュ～

2017/3/18（土）　16：00開演（15：30開場）中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドに
　お問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

会員先行発売  12/13（火）開始　一般発売 12/16（金）開始

発売 12/9（金）開始

バイエルン放送交響楽団首席奏者ヘンリック・ヴィーゼ再来神公演！

チケット
発売所 315-253ぴあ

CN 国際e55303ロー
ソン

神戸
文化

平成28年度
公共ホール現代ダンス活性化事業 伊藤キム ダンス公演（仮称）

能 落語

桂米朝一門会
2017/3/11（土）　14：00開演（13：30開場）中

※プレイガイドでのお取り扱いについては、
　各プレイガイドにお問い合わせください。※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

一階席 4,300円　
二階席 3,700円

全国屈指の人気落語家 桂
ざこば、テレビラジオで
も活躍中の桂南光など、
一 門 に 脈 々 と 受 け 継 が
れ、伝承されていく米朝
落語をお楽しみください。
［出演］桂ざこば　桂南光　桂文之助　桂米紫　桂紅雀　桂二乗
※都合により出演者が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

桂 文之助

桂米朝一門の人気落語家が登場する神戸吉例公演

チケット
発売所 454-241ぴあ神戸

文化

CN 国際e55963ロー
ソン

桂 南光桂 ざこば

バレエ

貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演

くるみ割り人形【全幕】
12/23（金・祝）お伽の国ヴァージョン　15：30開演（14：45開場）

12/24（土）お菓子の国ヴァージョン　15：30開演（14：45開場）
大

※4歳以上から入場可
　(膝上不可)

チケット
発売所 453-942ぴあ神戸

文化

51629ロー
ソン

Ｓ席 7,000円　
Ａ席 6,000円

Ｂ席 4,000円　
Ｃ席

音楽：Ｐ・Ｉ・チャイコフスキー
原振付：Ｍ・プティパ／
　　　　Ｌ・イワーノフ
演出：貞松融／
　　　浜田蓉子
振付：貞松正一郎／
　　　長尾良子
指揮：江原功 
管弦楽：びわ湖の風オーケストラ

２３日★お伽の国ヴァージョン
クララ：清田奈保
くるみ割りの王子：武藤天華
お伽の国の女王：瀬島五月
お伽の国の王：アンドリュー・エルフィンストン
ドロッセルマイヤー：貞松正一郎
２４日★お菓子の国ヴァージョン
クララ：上山榛名
くるみ割りの王子：水城卓哉
ドロッセルマイヤー：川村康二

※3歳以上有料。

撮影:内池秀人(エクラン)

大

一般 1,000円　学生 500円

（当日 各500円増）
（大学生以下）

この公演は「伊藤キムとダンスで人生のRestart!」と題した公募
ワークショップに参加した一般市民の方と稽古を重ねて創り上げ
る作品に加え、伊藤キム本人もダンサーとして出演します。
音楽は生演奏で、神戸のライブハウスを中心に活動しているパー
カッショニストの松田礼央と神戸市混声合唱団より金岡伶奈、武
久竜也、中村圭介が出演します。ダンスと音楽のコラボレーショ
ンにもご注目ください。
［共催］（一財）地域創造

※舞台上に座席を特設します

［構成・振付・演出・出演］伊藤キム（フィジカル
　シアターカンパニーGERO代表）
［出演・演出アシスタント］後藤かおり（GERO）
［出演］KEKE（GERO）、
　　　　公募ワークショップ参加者より数名
［音楽］松田礼央（パーカッション）、
　　　　神戸市混声合唱団より金岡伶奈（ソプラノ）、
　　　　武久竜也（バス）、中村圭介（ピアノ）
［作曲］松田礼央、松平敬
［舞台監督］原口佳子

伊藤キム伊藤キム

（大学生以下）

一般　3,000円　学生　1,500円料金
全席自由・税込

会員先行発売 12/5（月）開始　一般発売 12/8（木）開始

（高校生以下）

※各区民センターは事前申し込みが必要です。
※本公演のチケットの提示でプレイベント入場料無料。500円料金

全席自由・税込

①神戸文化ホール大ホールロビー
②生田文化会館　（　382-0861）

③北区民センター（　593-1150）

④北神区民センター（　987-3400）

⑤西区民センター（　991-8321）

2017/1/30（月）14：00開演（13：30開場）

2017/2/27（月）13：30開演（13：00開場）

2017/2/28（火）14：00開演（13：30開場）

2017/3/2（木）18：30開演（18：00開場）

2017/3/6（月）14：00開演（13：30開場）

※当日現金でお支払いいただきます。

●ミニワークショップ　2017/3/18（土）14：00－15：00
●マスタークラス　2017/3/19（日）10：00－17：00

受講料：無料
受講料：（1枠50分）15,080円

詳しくは神戸文化ホールホームページ、Pick Up Eventの「ヘンリック・ヴィーゼ　フルートリサ
イタル」より申込書をダウンロードの上、郵送・FAXもしくはEメールにてお申し込みください。
ホームページアドレス　http://www.kobe-bunka.jp/hall/　のPick Up Eventの欄

申込方法

ヘンリック・ヴィーゼヘンリック・ヴィーゼ 西脇千花西脇千花

定員 6組

完　売
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第4回神戸国際フルートコンクールの入賞者であり、第8回同コンクールの審査員
もつとめた、ヘンリック・ヴィーゼによるフルートリサイタル。今回はフランス
印象主義と20世紀のアメリカ音楽によって組まれたプログラムを演奏します。
［出演］ヘンリック・ヴィーゼ（Fl）　西脇千花（Pf）
［予定曲目］
ドビュッシー　牧神の午後への前奏曲（編曲：SAMAZEUILH）

ラヴェル　　　ダフニスとクロエ　第2組曲より「パントマイム」（編曲：Henrik Wiese）

フェルー　　　三つの小品
リーバーマン　ソナタ　　　　　ほか 　  会館特別価格　　　　　  2,280円

　　　　　　　　　 一般価格  2,400円

ダンス

電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所

親子のためのオーケストラ
ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

12/18（日）　15：00開演（14：15開場）大

※3歳以上有料。3歳未満のお子様は膝上鑑賞
　1名無料。ただし、座席が必要な場合は有料。
※当日、ベビーカー預かり所あり。

チケット
発売所 305-552ぴあ神戸

文化

CN 国際e54108ロー
ソン

1階席 4,000円 
2階席 3,500円

料金
全席指定

税込

料金
全席指定

税込

料金
全席指定

税込

料金
全席指定

税込

オーケストラリサイタル

動物たちによるオーケストラ「ズーラシアン
フィルハーモニー管弦楽団」によるコンサート！
シンフォニック童謡をテーマに、日本から世界
に向けて発信する一大ファンタジー。親子のた
めのクラシックコンサートです。

［演奏予定曲目］
もろびとこぞりてファンファーレ/うさぎ協奏曲/トライ・エヴ
リシング/クリスマス・ファンタジー！　ほか

しまじろうコンサート
「しまじろうとクリスマスのねがいごと」

12/2（金）①11：00②13：30③16：00

12/3（土）・12/4（日）①9：50②12：10③14：30④16：50

しまじろうと一緒に探し物をしたり、クリスマス
ソングを歌ったり…。会場みん
なの参加でストーリーが進む
から、家族で思わず夢中にな
るコンサートです。

大

※一般価格のチケットは一般プレイガイドからお買い求めください。
　お取り扱いについては、各プレイガイドにてお問い合わせください。
※3歳未満のお子さまは保護者1名につきお子さま1名まで膝上鑑賞無料。

※神戸文化ホール友の会会員も同額

633-462ぴあ e54410ロー
ソン

大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大
ロビー

子供向け音楽劇

家族で楽しめる参加型コンサートを
クリスマスプレゼントにしませんか？

落語 桂文珍独演会　JAPAN TOUR ～一期一笑～
2017/4/22（土）　①12：00開演（11：30開場）　②16：00開演（15：30開場）中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。
※開演時間に遅れますと、指定された場所でのお立ち見のご案内となる場合が
　あります。予めご了承ください。

一階席　4,500円　
二階席　3,800円

料金
全席指定・税込

会員先行発売 2017/1/26（木）開始
一般発売 2017/1/31（火）開始

神戸文化ホール春恒例！上方落語界を代表する一人である桂文珍が贈る独演会。テレビ・ラジオをはじめ、
さまざまな活動を続けながらも時代の波を鋭くキャッチするセンスを持ち、知性と庶民性を
ほどよく融合させたキャラクターは文珍ならでは。次から次へとつむぎだす「笑い」が、世
知辛い世相を吹き飛ばす。古典はもちろん、常に時代を切り取った新作も評価が高い「文珍
落語」をどうぞご堪能ください。　［出演］桂文珍　ほか

平成の爆笑王・桂文珍の神戸恒例寄席！

チケット
発売所 455-223ぴあ CN 国際e54909ロー

ソン
神戸
文化

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

料金
全席自由・税込

チケット
発売所

455－257ぴあ

神戸
文化

第九回　神戸能
2017/3/20（月・祝）　13：00開演（12：30開場）中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドに
　お問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。　
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

一般　4,700円　学生　1,800円料金
全席自由・税込

①発売日 12/16（金）　②～⑤12/16（金）予約受付開始

神戸という地は、「源氏物語」や源平合戦の舞台になるなど、歴史的な視点から
見ると「能」の題材として取り上げられることもあった風光明媚な場所でもありま
す。その神戸で、我が国の伝統芸能を代表し、ユネスコに認定された無形文化遺産
でもある能楽の魅力をお楽しみください。
［演目・出演］
①能「経正　替之型」　　　シテ　久保信一朗　ワキ　是川正彦
②狂言「六地蔵」　　　　　シテ　善竹忠亮　
③能「玄象　替之型　窕」　シテ　上田貴弘　　ワキ　江崎欽次朗

春のひとときに、幽玄の世界を

チケット
発売所 455-256ぴあ

CN e55644ロー
ソン

神戸
文化

QRコード
スペース
15×15mm

神戸
文化

プレイベント情報～神戸能解説セミナー～

ミニワークショップ＆マスタークラス開催

好評発売中好評発売中

好評発売中

好評発売中

2017/2/12（日）　15：00開演（14：30開場）

ヘンリック・ヴィーゼ フルートリサイタル
～フランス印象主義と20世紀アメリカ音楽へのオマージュ～

2017/3/18（土）　16：00開演（15：30開場）中

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドに
　お問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

会員先行発売  12/13（火）開始　一般発売 12/16（金）開始

発売 12/9（金）開始

バイエルン放送交響楽団首席奏者ヘンリック・ヴィーゼ再来神公演！

チケット
発売所 315-253ぴあ

CN 国際e55303ロー
ソン

神戸
文化

平成28年度
公共ホール現代ダンス活性化事業 伊藤キム ダンス公演（仮称）

能 落語

桂米朝一門会
2017/3/11（土）　14：00開演（13：30開場）中

※プレイガイドでのお取り扱いについては、
　各プレイガイドにお問い合わせください。※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

一階席 4,300円　
二階席 3,700円

全国屈指の人気落語家 桂
ざこば、テレビラジオで
も活躍中の桂南光など、
一 門 に 脈 々 と 受 け 継 が
れ、伝承されていく米朝
落語をお楽しみください。
［出演］桂ざこば　桂南光　桂文之助　桂米紫　桂紅雀　桂二乗
※都合により出演者が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

桂 文之助

桂米朝一門の人気落語家が登場する神戸吉例公演

チケット
発売所 454-241ぴあ神戸

文化

CN 国際e55963ロー
ソン

桂 南光桂 ざこば

バレエ

貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演

くるみ割り人形【全幕】
12/23（金・祝）お伽の国ヴァージョン　15：30開演（14：45開場）

12/24（土）お菓子の国ヴァージョン　15：30開演（14：45開場）
大

※4歳以上から入場可
　(膝上不可)

チケット
発売所 453-942ぴあ神戸

文化

51629ロー
ソン

Ｓ席 7,000円　
Ａ席 6,000円

Ｂ席 4,000円　
Ｃ席

音楽：Ｐ・Ｉ・チャイコフスキー
原振付：Ｍ・プティパ／
　　　　Ｌ・イワーノフ
演出：貞松融／
　　　浜田蓉子
振付：貞松正一郎／
　　　長尾良子
指揮：江原功 
管弦楽：びわ湖の風オーケストラ

２３日★お伽の国ヴァージョン
クララ：清田奈保
くるみ割りの王子：武藤天華
お伽の国の女王：瀬島五月
お伽の国の王：アンドリュー・エルフィンストン
ドロッセルマイヤー：貞松正一郎
２４日★お菓子の国ヴァージョン
クララ：上山榛名
くるみ割りの王子：水城卓哉
ドロッセルマイヤー：川村康二

※3歳以上有料。

撮影:内池秀人(エクラン)

大

一般 1,000円　学生 500円

（当日 各500円増）
（大学生以下）

この公演は「伊藤キムとダンスで人生のRestart!」と題した公募
ワークショップに参加した一般市民の方と稽古を重ねて創り上げ
る作品に加え、伊藤キム本人もダンサーとして出演します。
音楽は生演奏で、神戸のライブハウスを中心に活動しているパー
カッショニストの松田礼央と神戸市混声合唱団より金岡伶奈、武
久竜也、中村圭介が出演します。ダンスと音楽のコラボレーショ
ンにもご注目ください。
［共催］（一財）地域創造

※舞台上に座席を特設します

［構成・振付・演出・出演］伊藤キム（フィジカル
　シアターカンパニーGERO代表）
［出演・演出アシスタント］後藤かおり（GERO）
［出演］KEKE（GERO）、
　　　　公募ワークショップ参加者より数名
［音楽］松田礼央（パーカッション）、
　　　　神戸市混声合唱団より金岡伶奈（ソプラノ）、
　　　　武久竜也（バス）、中村圭介（ピアノ）
［作曲］松田礼央、松平敬
［舞台監督］原口佳子

伊藤キム伊藤キム

（大学生以下）

一般　3,000円　学生　1,500円料金
全席自由・税込

会員先行発売 12/5（月）開始　一般発売 12/8（木）開始

（高校生以下）

※各区民センターは事前申し込みが必要です。
※本公演のチケットの提示でプレイベント入場料無料。500円料金

全席自由・税込

①神戸文化ホール大ホールロビー
②生田文化会館　（　382-0861）

③北区民センター（　593-1150）

④北神区民センター（　987-3400）

⑤西区民センター（　991-8321）

2017/1/30（月）14：00開演（13：30開場）

2017/2/27（月）13：30開演（13：00開場）

2017/2/28（火）14：00開演（13：30開場）

2017/3/2（木）18：30開演（18：00開場）

2017/3/6（月）14：00開演（13：30開場）

※当日現金でお支払いいただきます。

●ミニワークショップ　2017/3/18（土）14：00－15：00
●マスタークラス　2017/3/19（日）10：00－17：00

受講料：無料
受講料：（1枠50分）15,080円

詳しくは神戸文化ホールホームページ、Pick Up Eventの「ヘンリック・ヴィーゼ　フルートリサ
イタル」より申込書をダウンロードの上、郵送・FAXもしくはEメールにてお申し込みください。
ホームページアドレス　http://www.kobe-bunka.jp/hall/　のPick Up Eventの欄

申込方法

ヘンリック・ヴィーゼヘンリック・ヴィーゼ 西脇千花西脇千花

定員 6組

完　売
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電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー

　1869年に神戸の港が開港すると、外国人居留地が整備されて、さまざまな西欧文化が流入し、ハイ

カラなファッションとともに、映画やジャズが神戸の街にもたらされました。1923年４月、日本で初めて神戸

でプロのジャズバンドが演奏をしたことから、神戸が日本のジャズ発祥の地と言われるようになりました。

　そして、ジャズ評論家の末廣光夫さんが、ジャズの発祥地神戸でジャズファンとミュージシャンの交流の

場となるようなイベントができないかと考えたことが、「神戸ジャズストリート」開催のきっかけになりました。

1981年に始まった「神戸ジャズストリート」は、今では国内外からプロ・アマ問わず数多くのミュージシャン

が集まり、北野坂やトアロード周辺のライブハウスや教会、ホテルなどで、１日に約50のライブ演奏が行

われるビッグイベントに成長しました。

　ほかにも、５月の「神戸ジャズウォーク」や８月の「ジャパンステューデントジャズフェスティバル」など、年

間を通してジャズに関連する催しが開かれています。

　また、「震災以降、ジャズが与えてくれた勇気と活力を発信すること」を目的に「ジャズの街神戸」推進

協議会が発足、４月４日を神戸ジャズの日、「KOBE JAZZ DAY ４／４（エイプリルフォース）」とし、ジャ

ズを通じて魅力あるまちづくりを行ってい

くことになりました。

　神戸市民文化振興財団は「ジャズ

の街神戸」推進協議会のメンバーとし

て、神戸でのジャズのイベントを応援す

るほか、ラジオ関西で毎週火曜日18：

00～オンエアされている「KOBE 

JAZZ-PHONIC RADIO」で、ジャズ

の魅力を発信しています。

ジャズシティ
神戸

市民とミュージシャンが和やかに交流
ジャズを通じた魅力あるまちづくりを発信第 2回

ジャズが似合う
おしゃれな街“神戸”

通信

プレゼントクイズプレゼントクイズ

1/20（金）、1/21（土）に開催される「ステージ・
オン・ステージ＃3」。今回の舞台の種類は何で
しょうか？
①ミュージカル　②オペラ　③ダンス　
※ヒントは本誌2ページ

ご応募いただいた方の中から抽選で、1/21(土)14:00開演「ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話／お節介な
天使」のチケットを４名様×２組、計８名様にプレゼントいたします。皆様のご応募をお待ちしております。

はがきで以下の項目を明記の上、郵送してください。
①クイズの答え　②住所　③氏名　④年齢　
⑤電話番号　⑥「ほーるめいと」をどこで入手されたか
⑦「ほーるめいと」についてのご意見・ご感想

応募方法

宛先・〆切日 〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町4-2-2
神戸文化ホール「ほーるめいと12月号プレゼントクイズ」係
●〆切日：12月22日（木）　※当日消印有効

前回の答え ③100回 ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

問題

落語

2017/1/5（木）　
①10：30上映（10：00開場） ②14：00上映（13：30開場）

朝の部：あおば、愛染、福丸
　　　　鹿芝居「手水廻し」(竹丸、三ノ助、智六、八斗)
昼の部：咲之輔、そうば、智之介
　　　　鹿芝居「手水廻し」(竹丸、三ノ助、智六、八斗)
※2月席は朝の部、昼の部のみの公演となります。

出演者

プログラム

大倉亭レギュラーメンバー

神戸文化ホールロビー寄席 青春落語道場 大倉亭

神戸ゆかりの若手落語家が腕を磨き活躍できる場として毎月開催の
大倉亭。前売券ワンコインで、普段着のまま気軽にお楽しみいただける
落語会です。
朝の部、昼の部とも落語家による芝居「鹿芝居」をお楽しみいただけま
す。演目は「手水廻し（ちょうずまわし）」。古典落語の中でも特に親しま
れているお噺です。落語家達の熱演をぜひ間近でご覧ください！
※都合により出演者・番組が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

2011年に急逝した森田芳光監督のデビュー作「の・ようなも
の」のその後を描くオリジナル作品。
出船亭志ん田（しんでん、松山ケンイチ）は、脱サラして落語
家になるものの、いまだ前座。東京の下町、師匠・出船亭志ん
米（尾藤イサオ）の自宅に住み込み落語の修行に明け暮れてい
たある日、かつて一門に在籍していた志ん魚（しんとと、伊藤
克信）を捜してほしいと師匠から頼まれる。志ん魚の消息を求
めて師匠の弟弟子・志ん水（でんでん）や昔の門下生たちを訪
ね回るが、手掛かりをつかめずにいた。やがて志ん米の娘・夕
美（北川景子）も志ん魚捜しを手伝うことになり……。
［監督］杉山泰一　
［出演］松山ケンイチ
　　　　北川景子
　　　　伊藤克信　
　　　　尾藤イサオ
　　　　　　　　ほか

落語だけでなく、ロビーにて新春を
祝う楽しい企画を準備してお待ち
しております！

神戸ゆかりの次世代落語家大集合！

大
ロビー

桂三ノ助　林家竹丸　桂阿か枝　桂三弥　笑福亭智之介　桂そうば　
桂福丸　桂咲之輔　笑福亭智六　月亭八斗　林家愛染　桂あおば

神戸文化ホール落語まつり落語／映画

料金　全席自由・税込

青春落語道場 大倉亭 新春寄席の・ようなもの のようなもの
2017/1/6（金）

11：00開演（10：30開場）

中中

好評発売中

落語まつりセット券 新春寄席入場券
　一般　前売　1,500円

　　　　当日　2,000円

（1/5映画と1/6落語）

※1/4までの限定発売

454-170ぴあ神戸
文化映画入場券

　一般　　　　1,000円

　　　　　　　　800円
2,000円

神戸
文化

神戸
文化

※未就学児童の入場はご遠慮ください。
※都合により出演者が変更となる場合が
　ございます。予めご了承ください。

【第一部】11：00～
◆口上　大倉亭メンバー
◆開口一番　林家染八
◆落語　三席
中入り（45分）

【第二部】13：20ごろ～
◆落語　四席
中入り（20分）

【第三部】15：05ごろ～
◆落語　三席
◆特別ゲスト　月亭八方
中入り（25分）

【第四部】17：05ごろ～
◆鹿芝居「饅頭こわい」　大倉亭メンバー
◆落語　二席
（各部　入れ替えなし）

各公演
神戸文化ホール友の会会員

前売 500円（当日 700円）
前売 400円（当日 600円）

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化※各回150席限定

2017年の幕開けは、落語をテーマにした映画＆新春寄席で落語漬けの２日間を！！！

お正月は
新春寄席で初笑い！

神戸文化ホール友の会会員

●いなりずし販売
　 （3個1パック：250円）

●振る舞い酒

●お餅つき
●特設落語ステージで
　写真撮影

ロビー企画
売り切れ御免

2月席　2017/2/14（火）　【朝の部】11：00開演（10：30開場）【昼の部】14：00開演（13：30開場）

友の会の制度が変わります友の会の制度が変わります

神戸文化ホール友の会会員様は、
神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の主催公演の
チケットを２割引きでご購入いただけます。
（現在は１割引きです）※2017年4月より運用します。

神戸音楽友の会の新規会員募集は
2017年3月末をもって終了します。

神戸市室
内合奏団

神戸市混
声合唱団

神戸文化ホール友の会 神戸音楽友の会

神戸文化ホール友の会 神戸音楽友の会
神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00） （公財）神戸市民文化振興財団 演奏部
TEL 078-351-3349 または 6105 TEL 078-361-7241

問合先 問合先
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電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー

K
O
B
E
C
U
L
T
U
R
E
通
信　1869年に神戸の港が開港すると、外国人居留地が整備されて、さまざまな西欧文化が流入し、ハイ

カラなファッションとともに、映画やジャズが神戸の街にもたらされました。1923年４月、日本で初めて神戸

でプロのジャズバンドが演奏をしたことから、神戸が日本のジャズ発祥の地と言われるようになりました。

　そして、ジャズ評論家の末廣光夫さんが、ジャズの発祥地神戸でジャズファンとミュージシャンの交流の

場となるようなイベントができないかと考えたことが、「神戸ジャズストリート」開催のきっかけになりました。

1981年に始まった「神戸ジャズストリート」は、今では国内外からプロ・アマ問わず数多くのミュージシャン

が集まり、北野坂やトアロード周辺のライブハウスや教会、ホテルなどで、１日に約50のライブ演奏が行

われるビッグイベントに成長しました。

　ほかにも、５月の「神戸ジャズウォーク」や８月の「ジャパンステューデントジャズフェスティバル」など、年

間を通してジャズに関連する催しが開かれています。

　また、「震災以降、ジャズが与えてくれた勇気と活力を発信すること」を目的に「ジャズの街神戸」推進

協議会が発足、４月４日を神戸ジャズの日、「KOBE JAZZ DAY ４／４（エイプリルフォース）」とし、ジャ

ズを通じて魅力あるまちづくりを行ってい

くことになりました。

　神戸市民文化振興財団は「ジャズ

の街神戸」推進協議会のメンバーとし

て、神戸でのジャズのイベントを応援す

るほか、ラジオ関西で毎週火曜日18：

00～オンエアされている「KOBE 

JAZZ-PHONIC RADIO」で、ジャズ

の魅力を発信しています。

ジャズシティ
神戸

市民とミュージシャンが和やかに交流
ジャズを通じた魅力あるまちづくりを発信第 2回

ジャズが似合う
おしゃれな街“神戸”

通信

プレゼントクイズプレゼントクイズ

1/20（金）、1/21（土）に開催される「ステージ・
オン・ステージ＃3」。今回の舞台の種類は何で
しょうか？
①ミュージカル　②オペラ　③ダンス　
※ヒントは本誌2ページ

ご応募いただいた方の中から抽選で、1/21(土)14:00開演「ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話／お節介な
天使」のチケットを４名様×２組、計８名様にプレゼントいたします。皆様のご応募をお待ちしております。

はがきで以下の項目を明記の上、郵送してください。
①クイズの答え　②住所　③氏名　④年齢　
⑤電話番号　⑥「ほーるめいと」をどこで入手されたか
⑦「ほーるめいと」についてのご意見・ご感想

応募方法

宛先・〆切日 〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町4-2-2
神戸文化ホール「ほーるめいと12月号プレゼントクイズ」係
●〆切日：12月22日（木）　※当日消印有効

前回の答え ③100回 ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

問題

落語

2017/1/5（木）　
①10：30上映（10：00開場） ②14：00上映（13：30開場）

朝の部：あおば、愛染、福丸
　　　　鹿芝居「手水廻し」(竹丸、三ノ助、智六、八斗)
昼の部：咲之輔、そうば、智之介
　　　　鹿芝居「手水廻し」(竹丸、三ノ助、智六、八斗)
※2月席は朝の部、昼の部のみの公演となります。

出演者

プログラム

大倉亭レギュラーメンバー

神戸文化ホールロビー寄席 青春落語道場 大倉亭

神戸ゆかりの若手落語家が腕を磨き活躍できる場として毎月開催の
大倉亭。前売券ワンコインで、普段着のまま気軽にお楽しみいただける
落語会です。
朝の部、昼の部とも落語家による芝居「鹿芝居」をお楽しみいただけま
す。演目は「手水廻し（ちょうずまわし）」。古典落語の中でも特に親しま
れているお噺です。落語家達の熱演をぜひ間近でご覧ください！
※都合により出演者・番組が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

2011年に急逝した森田芳光監督のデビュー作「の・ようなも
の」のその後を描くオリジナル作品。
出船亭志ん田（しんでん、松山ケンイチ）は、脱サラして落語
家になるものの、いまだ前座。東京の下町、師匠・出船亭志ん
米（尾藤イサオ）の自宅に住み込み落語の修行に明け暮れてい
たある日、かつて一門に在籍していた志ん魚（しんとと、伊藤
克信）を捜してほしいと師匠から頼まれる。志ん魚の消息を求
めて師匠の弟弟子・志ん水（でんでん）や昔の門下生たちを訪
ね回るが、手掛かりをつかめずにいた。やがて志ん米の娘・夕
美（北川景子）も志ん魚捜しを手伝うことになり……。
［監督］杉山泰一　
［出演］松山ケンイチ
　　　　北川景子
　　　　伊藤克信　
　　　　尾藤イサオ
　　　　　　　　ほか

落語だけでなく、ロビーにて新春を
祝う楽しい企画を準備してお待ち
しております！

神戸ゆかりの次世代落語家大集合！

大
ロビー

桂三ノ助　林家竹丸　桂阿か枝　桂三弥　笑福亭智之介　桂そうば　
桂福丸　桂咲之輔　笑福亭智六　月亭八斗　林家愛染　桂あおば

神戸文化ホール落語まつり落語／映画

料金　全席自由・税込

青春落語道場 大倉亭 新春寄席の・ようなもの のようなもの
2017/1/6（金）

11：00開演（10：30開場）

中中

好評発売中

落語まつりセット券 新春寄席入場券
　一般　前売　1,500円

　　　　当日　2,000円

（1/5映画と1/6落語）

※1/4までの限定発売

454-170ぴあ神戸
文化映画入場券

　一般　　　　1,000円

　　　　　　　　800円
2,000円

神戸
文化

神戸
文化

※未就学児童の入場はご遠慮ください。
※都合により出演者が変更となる場合が
　ございます。予めご了承ください。

【第一部】11：00～
◆口上　大倉亭メンバー
◆開口一番　林家染八
◆落語　三席
中入り（45分）

【第二部】13：20ごろ～
◆落語　四席
中入り（20分）

【第三部】15：05ごろ～
◆落語　三席
◆特別ゲスト　月亭八方
中入り（25分）

【第四部】17：05ごろ～
◆鹿芝居「饅頭こわい」　大倉亭メンバー
◆落語　二席
（各部　入れ替えなし）

各公演
神戸文化ホール友の会会員

前売 500円（当日 700円）
前売 400円（当日 600円）

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化※各回150席限定

2017年の幕開けは、落語をテーマにした映画＆新春寄席で落語漬けの２日間を！！！

お正月は
新春寄席で初笑い！

神戸文化ホール友の会会員

●いなりずし販売
　 （3個1パック：250円）

●振る舞い酒

●お餅つき
●特設落語ステージで
　写真撮影

ロビー企画
売り切れ御免

2月席　2017/2/14（火）　【朝の部】11：00開演（10：30開場）【昼の部】14：00開演（13：30開場）

協議会が発足、４月４日を神戸ジャズの日、「KOBE JAZZ DAY ４／４（エイプリルフォース）」とし、ジャ

ズを通じて魅力あるまちづくりを行ってい

　神戸市民文化振興財団は「ジャズ

の街神戸」推進協議会のメンバーとし

て、神戸でのジャズのイベントを応援す

るほか、ラジオ関西で毎週火曜日18：

00～オンエアされている「KOBE 

JAZZ-PHONIC RADIO」で、ジャズ

友の会の制度が変わります友の会の制度が変わります

神戸文化ホール友の会会員様は、
神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の主催公演の
チケットを２割引きでご購入いただけます。
（現在は１割引きです）※2017年4月より運用します。

神戸音楽友の会の新規会員募集は
2017年3月末をもって終了します。

神戸市室
内合奏団

神戸市混
声合唱団

神戸文化ホール友の会 神戸音楽友の会

神戸文化ホール友の会 神戸音楽友の会
神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00） （公財）神戸市民文化振興財団 演奏部
TEL 078-351-3349 または 6105 TEL 078-361-7241

問合先 問合先
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電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー
松方 松方ホールチケットオフィス

078-362-7191

1/22（日）　14：00開演（13：30開場）

演奏部だより （公財）神戸市民文化振興財団 演奏部から、神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の　　公演情報をお届けします ※神戸音楽友の会の入会方法については、12ページをご覧ください

あなたに贈るコンサート

12/17（土）　15：00開演（14：30開場）

灘区民ホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

企画・おはなし／石原祐介　　［ピアノ］河内仁志
出演／［ソプラノ］周防彩子　田中めぐみ　津田佳子　端山梨奈　［ア ル ト］友好博子　長谷川明莉　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］井澤章典　馬場清孝　　三木秀信　山本欽也　［バ　　ス］池田真己　石原祐介　　嶋本晃　　　中野嘉章
曲目／ウィンターワンダーランド　もろびとこぞりて　ひいらぎかざろう　ハレルヤ　　ほか

出演／［第1ヴァイオリン］幸田さと子　［第2ヴァイオリン］奥野敬子
　　　［ヴィオラ］中島悦子　　　　　  ［チェロ］山本彩子
曲目／モーツァルト　　　ディヴェルティメント　変ロ長調
　　　ブラームス　　　　ハンガリー舞曲　第5番
　　　ベートーヴェン　　弦楽四重奏曲　第5番　イ長調　　ほか

テーマ／みんな楽しみ！クリスマス!!

テーマ／オリンピック・イヤーにちなんで～世界の国からこんにちは！
　　　　Ⅳ.東欧・ロシアから

テーマ／オリンピック・イヤーにちなんで～世界の国からこんにちは！
　　　　Ⅴ.ドイツ・オーストリアから

テーマ／「ニューイヤーコンサート2017」
　　　　新春は“四季”～ヴィヴァルディに出会う旅～

テーマ／あなたのリクエストにこたえまshow!! VOL.3

テーマ／みんなで一緒にクリスマス！！

テーマ／あけましておめでとう！今年はどんな年？

ホームページでも、コンサートやイベントの紹介をしています。
URL　http://www.kobe-ensou.jp/

TEL  078-361-7241　FAX  078-361-7182
〒650-0016　神戸市中央区橘通3丁目4番3号　
E-mail　info@kobe-ensou.jp

お問合せ先／（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部

神戸市民文化振興財団 演奏部 検索

1/9（月・祝）　14：00開演（13：30開場）

出演／［第1ヴァイオリン］西尾恵子　　［第2ヴァイオリン］井上隆平
　　　［ヴィオラ］亀井宏子　　　　　  ［チェロ］田中次郎
曲目／ドヴォルザーク　　ユーモレクス
　　　リスト　　　　　　愛の夢　第3番　
　　　チャイコフスキー　弦楽四重奏曲　第1番　ニ長調　　ほか

室内

混声

混声

2/4（土）　14：00開演（13：30開場）
出演／［コンサートマスター］西尾恵子
　　　［ソプラノ］端山梨奈（神戸市混声合唱団）　［バス］西尾岳史（神戸市混声合唱団）
曲目／バッハ：シャコンヌ　“オペラ座の怪人”より　「All I ask of you」　　ほか

テーマ／Viva Cinema！～愛のメロディをあなたに～

2/17（金）　14：00開演（13：30開場）
企画・おはなし／嶋本晃　　［ピアノ］沢田真智子
曲目／いい日旅立ち　春一番　真赤なスカーフ　　ほか

テーマ／日本の唱歌と昭和の歌

混声

12/16（金）　14：00開演（13：30開場）

テーマ／☆寒天に響く音楽を☆

企画・おはなし／井澤章典　［ピアノ］大原亜樹子
出演／［ソプラノ］金岡伶奈　周防彩子　津田佳子　丸山晃子　　［ア ル ト］友好博子　西本鑑子　村井優美　八木寿子
　　　［テノール］井澤章典　馬場清孝　眞木喜規　三木秀信　　［バ　　ス］嶋本晃　　高橋純　　武久竜也　西尾岳史
曲目／The Ground　Le Baylere　Ave Maria　冬の夜　　ほか

混声 12/9（金）　14：00開演（13：30開場）

出演／神戸市室内合奏団
　　　［ヴァイオリン独奏］谷口朋子　萩原合歓　戸田晴花（ゲスト）
曲目／ヴァイオリン協奏曲　ト短調　Op.12　No.1 RV317
　　　　　［ヴァイオリン独奏］戸田晴花（ゲスト）
　　　ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」第1集より「四季」Op.8-1～4
　　　　　［ヴァイオリン独奏］谷口朋子（春・夏）　萩原合歓（秋・冬）

1/20（金）　14：00開演（13：30開場）

企画・おはなし／老田裕子　［ピアノ］多久江里子
出演／［ソプラノ］老田裕子　金岡伶奈　端山梨奈　丸山晃子　［ア ル ト］西本鑑子　長谷川明莉　八木寿子　山田愛子
　　　［テノール］総毛創　　谷口文敏　土井淳平　眞木喜規　［バ　　ス］武久竜也　中野嘉章　　西尾岳史　福嶋勲
曲目／落葉松　アヴェ ヴェルム コルプス　歌の翼に　ふるさと　オー ソレ ミオ　　ほか

混声

無料

混声

12/11（日）　13：30～14：10
指揮・おはなし／青木耕平　［ピアノ］金月里紗
出演／［ソプラノ］田中めぐみ　津田佳子　内藤里美　端山梨奈　　丸山晃子
　　　［ア ル ト］高原いつか　友好博子　西本鑑子　長谷川明莉　肥田真莉子
　　　［テノール］井澤章典　　総毛創　　谷口文敏　土井淳平　　山本欽也
　　　［バ　　ス］嶋本晃　　　高橋純　　武久竜也　中野嘉章　　福嶋勲
曲目／もろびとこぞりて　ひいらぎかざろう　ウィンターワンダーランド　
　　　鐘のカロル　キャンドルライト・キャロル　　ほか

1/8（日）　13：30～14：10
指揮・おはなし／青木耕平　［ピアノ］沢田真智子
出演／［ソプラノ］老田裕子　周防彩子　田中めぐみ　内藤里美　丸山晃子
　　　［ア ル ト］友好博子　野上貴子　村井優美　　八木寿子　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　土井淳平　馬場清孝　　眞木喜規　山本欽也
　　　［バ　　ス］嶋本晃　　武久竜也　中野嘉章　　西尾岳史　福嶋勲
曲目／翼をください　波はささやき　オーソレミオ　　ほか

海のコンサート

わがまちコンサート　ピフレ

うはらの郷コンサート

マンスリーミニコンサート

舞子ビラ神戸・あじさいホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
　　前売券1,300円／当日券1,500円

東灘区民センター・うはらホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

しあわせの村

今回のニューイヤーコンサートも昨年に引き続き将来有望な子供との共演と、ヴィヴァルディの「四季」を2人の団内
ソリストでお贈りします。新春ならではの華やかな舞台をお楽しみください。
［出演］神戸市室内合奏団　
［ヴァイオリン独奏］谷口朋子　萩原合歓
　　　　　　　　　 戸田晴花（ゲスト）
［主催］（公財）神戸市民文化振興財団・神戸市

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

一　般／前売券　1,300円　　

当日券　1,500円

料金
全席自由

税込

わがまちコンサートピフレ　ニューイヤーコンサート2017
新春は“四季” ～ヴィヴァルディに出会う旅～

神戸市室内合奏団室内楽

チケット
発売所 304-060ぴあ 58931ロー

ソン
神戸
文化 CN e

今回の神戸市室内合奏団の定期演奏会は
ソリストに日本生まれ、日独ハーフのピアニ
スト「ソフィー=真由子・フェッター」が登場し
ます。2005年にはクラシック音楽会の最高
峰ザルツブルク音楽祭に招聘されるなど、
実力派ピアニスト。最近では作曲も手掛け、幅広いジャンルの音楽をレパー
トリーとする彼女がモーツアルトのピアノ協奏曲第17番を演奏します。
また指揮は昨年度の3月定期に続き、エネルギッシュな若さ溢れるタクト
で定評のある、石川星太郎が登場。若きシューマンが作曲した交響曲

「ツヴィッカウ」や交響曲第1番「春」などを演奏します。
早春の日に時空を超えた若き演奏家達の音楽への想いをお楽しみください。
［指揮］石川星太郎　［出演］神戸市室内合奏団　
［ピアノ］ソフィー=真由子・フェッター

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※学生前売券は神戸文化ホールプレイガイドのみの取り扱いになります。購入時に学生証をご呈示下さい。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

一般／
学生／

前売券 2,700円　当日券 3,000円

1,000円（前売・当日共）料金
全席自由

税込

時流を読む者―正統から独創を築き上げた人々―

春。ロマン派交響曲の誕生
神戸新聞松方ホール
2017/3/9（木）　19：00開演（18：30開場）

新長田勤労市民センター別館 ピフレホール　2017/1/9（月・祝）　14：00開演（13：30開場）

神戸市室内合奏団オーケストラ

（大学生以下）

今年度の神戸市混声合唱団　春の定期演奏会は、
今年3月に開催した「オペラde神戸」でプッチー
ニの『蝶々夫人』の指揮で大好評を博した矢澤定
明を迎え、前半に日本の合唱をリードする作曲家
「木下牧子」の作品を取り上げ、後半は矢澤定明
の得意とするミュージカルナンバーをお届けします。特に「キャン
ディード」はあの佐渡裕から直々に薫陶を受けた筋金入り。合唱曲は
勿論、オペラから日本歌謡まで多彩なレパートリーを誇る神戸市混声
合唱団がお贈りする、正統派合唱曲と思わず躍り出したくなるような
ミュージカルナンバーを是非、お楽しみください。
［指揮］矢澤定明　［おはなし］青木耕平　［出演］神戸市混声合唱団

「静寂と躍動」
温かな心になる合唱と動きたくなるミュージカル

2017/3/12（日）　14：00開演（13：30開場）中

神戸市混声合唱団
春の定期演奏会

好評発売中

好評発売中

コーラス

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。

※神戸音楽友の会会員は
　無料で鑑賞できます。

一般／3,000円料金
全席指定

税込

チケット
発売所 315-255ぴあ 56409ロー

ソン
神戸
文化 CN e

会員先行引換 12/6（火）開始
一般発売 12/13（火）開始

室内

室内

室内

チケット
発売所 315-264ぴあ 57062ロー

ソン
神戸
文化 CN e 松方

プログラム
A.ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲　ト短調　Op.12　No.1　RV317

　　ヴァイオリン独奏：戸田晴花（ゲスト）
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」第1集より「四季」Op.8-1～4
　　ヴァイオリン独奏：谷口朋子（春・夏）　萩原合歓（秋・冬）

プログラム

定期演奏会　第138回定期公演

新長田勤労市民センター別館  ピフレホール　☎078-621-1120
（公財）神戸市民文化振興財団　演奏部　☎078-361-7241

矢澤定明

神戸市混声合唱団神戸市混声合唱団

「神戸市室内合奏団」が贈る華やかな新春コンサート！

R.シューマン
W.A.モーツアルト
　　　　　　　　　　　ピアノ：ソフィー=真由子・フェッター
R.シューマン

交響曲　ト短調　WoO29「ツヴィッカウ」（前田昭雄編）
ピアノ協奏曲　第17番　ト長調 K.453

交響曲　第1番　変ロ長調　Op.38「春」

プログラム
≪第一部≫ 

≪第二部≫ 

木下牧子の響き
「地平線のかなたへ」ほか
躍る!?コーラスミュージカルナンバー
「キャンディード」より　ほか

石川星太郎ソフィー=真由子・フェッター

谷口朋子谷口朋子 萩原合歓萩原合歓
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8 9
電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー
松方 松方ホールチケットオフィス

078-362-7191

1/22（日）　14：00開演（13：30開場）

演奏部だより （公財）神戸市民文化振興財団 演奏部から、神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の　　公演情報をお届けします ※神戸音楽友の会の入会方法については、12ページをご覧ください

あなたに贈るコンサート

12/17（土）　15：00開演（14：30開場）

灘区民ホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

企画・おはなし／石原祐介　　［ピアノ］河内仁志
出演／［ソプラノ］周防彩子　田中めぐみ　津田佳子　端山梨奈　［ア ル ト］友好博子　長谷川明莉　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］井澤章典　馬場清孝　　三木秀信　山本欽也　［バ　　ス］池田真己　石原祐介　　嶋本晃　　　中野嘉章
曲目／ウィンターワンダーランド　もろびとこぞりて　ひいらぎかざろう　ハレルヤ　　ほか

出演／［第1ヴァイオリン］幸田さと子　［第2ヴァイオリン］奥野敬子
　　　［ヴィオラ］中島悦子　　　　　  ［チェロ］山本彩子
曲目／モーツァルト　　　ディヴェルティメント　変ロ長調
　　　ブラームス　　　　ハンガリー舞曲　第5番
　　　ベートーヴェン　　弦楽四重奏曲　第5番　イ長調　　ほか

テーマ／みんな楽しみ！クリスマス!!

テーマ／オリンピック・イヤーにちなんで～世界の国からこんにちは！
　　　　Ⅳ.東欧・ロシアから

テーマ／オリンピック・イヤーにちなんで～世界の国からこんにちは！
　　　　Ⅴ.ドイツ・オーストリアから

テーマ／「ニューイヤーコンサート2017」
　　　　新春は“四季”～ヴィヴァルディに出会う旅～

テーマ／あなたのリクエストにこたえまshow!! VOL.3

テーマ／みんなで一緒にクリスマス！！

テーマ／あけましておめでとう！今年はどんな年？

ホームページでも、コンサートやイベントの紹介をしています。
URL　http://www.kobe-ensou.jp/

TEL  078-361-7241　FAX  078-361-7182
〒650-0016　神戸市中央区橘通3丁目4番3号　
E-mail　info@kobe-ensou.jp

お問合せ先／（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部

神戸市民文化振興財団 演奏部 検索

1/9（月・祝）　14：00開演（13：30開場）

出演／［第1ヴァイオリン］西尾恵子　　［第2ヴァイオリン］井上隆平
　　　［ヴィオラ］亀井宏子　　　　　  ［チェロ］田中次郎
曲目／ドヴォルザーク　　ユーモレクス
　　　リスト　　　　　　愛の夢　第3番　
　　　チャイコフスキー　弦楽四重奏曲　第1番　ニ長調　　ほか

室内

混声

混声

2/4（土）　14：00開演（13：30開場）
出演／［コンサートマスター］西尾恵子
　　　［ソプラノ］端山梨奈（神戸市混声合唱団）　［バス］西尾岳史（神戸市混声合唱団）
曲目／バッハ：シャコンヌ　“オペラ座の怪人”より　「All I ask of you」　　ほか

テーマ／Viva Cinema！～愛のメロディをあなたに～

2/17（金）　14：00開演（13：30開場）
企画・おはなし／嶋本晃　　［ピアノ］沢田真智子
曲目／いい日旅立ち　春一番　真赤なスカーフ　　ほか

テーマ／日本の唱歌と昭和の歌

混声

12/16（金）　14：00開演（13：30開場）

テーマ／☆寒天に響く音楽を☆

企画・おはなし／井澤章典　［ピアノ］大原亜樹子
出演／［ソプラノ］金岡伶奈　周防彩子　津田佳子　丸山晃子　　［ア ル ト］友好博子　西本鑑子　村井優美　八木寿子
　　　［テノール］井澤章典　馬場清孝　眞木喜規　三木秀信　　［バ　　ス］嶋本晃　　高橋純　　武久竜也　西尾岳史
曲目／The Ground　Le Baylere　Ave Maria　冬の夜　　ほか

混声 12/9（金）　14：00開演（13：30開場）

出演／神戸市室内合奏団
　　　［ヴァイオリン独奏］谷口朋子　萩原合歓　戸田晴花（ゲスト）
曲目／ヴァイオリン協奏曲　ト短調　Op.12　No.1 RV317
　　　　　［ヴァイオリン独奏］戸田晴花（ゲスト）
　　　ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」第1集より「四季」Op.8-1～4
　　　　　［ヴァイオリン独奏］谷口朋子（春・夏）　萩原合歓（秋・冬）

1/20（金）　14：00開演（13：30開場）

企画・おはなし／老田裕子　［ピアノ］多久江里子
出演／［ソプラノ］老田裕子　金岡伶奈　端山梨奈　丸山晃子　［ア ル ト］西本鑑子　長谷川明莉　八木寿子　山田愛子
　　　［テノール］総毛創　　谷口文敏　土井淳平　眞木喜規　［バ　　ス］武久竜也　中野嘉章　　西尾岳史　福嶋勲
曲目／落葉松　アヴェ ヴェルム コルプス　歌の翼に　ふるさと　オー ソレ ミオ　　ほか

混声

無料

混声

12/11（日）　13：30～14：10
指揮・おはなし／青木耕平　［ピアノ］金月里紗
出演／［ソプラノ］田中めぐみ　津田佳子　内藤里美　端山梨奈　　丸山晃子
　　　［ア ル ト］高原いつか　友好博子　西本鑑子　長谷川明莉　肥田真莉子
　　　［テノール］井澤章典　　総毛創　　谷口文敏　土井淳平　　山本欽也
　　　［バ　　ス］嶋本晃　　　高橋純　　武久竜也　中野嘉章　　福嶋勲
曲目／もろびとこぞりて　ひいらぎかざろう　ウィンターワンダーランド　
　　　鐘のカロル　キャンドルライト・キャロル　　ほか

1/8（日）　13：30～14：10
指揮・おはなし／青木耕平　［ピアノ］沢田真智子
出演／［ソプラノ］老田裕子　周防彩子　田中めぐみ　内藤里美　丸山晃子
　　　［ア ル ト］友好博子　野上貴子　村井優美　　八木寿子　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　土井淳平　馬場清孝　　眞木喜規　山本欽也
　　　［バ　　ス］嶋本晃　　武久竜也　中野嘉章　　西尾岳史　福嶋勲
曲目／翼をください　波はささやき　オーソレミオ　　ほか

海のコンサート

わがまちコンサート　ピフレ

うはらの郷コンサート

マンスリーミニコンサート

舞子ビラ神戸・あじさいホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
　　前売券1,300円／当日券1,500円

東灘区民センター・うはらホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

しあわせの村

今回のニューイヤーコンサートも昨年に引き続き将来有望な子供との共演と、ヴィヴァルディの「四季」を2人の団内
ソリストでお贈りします。新春ならではの華やかな舞台をお楽しみください。
［出演］神戸市室内合奏団　
［ヴァイオリン独奏］谷口朋子　萩原合歓
　　　　　　　　　 戸田晴花（ゲスト）
［主催］（公財）神戸市民文化振興財団・神戸市

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

一　般／前売券　1,300円　　

当日券　1,500円

料金
全席自由

税込

わがまちコンサートピフレ　ニューイヤーコンサート2017
新春は“四季” ～ヴィヴァルディに出会う旅～

神戸市室内合奏団室内楽

チケット
発売所 304-060ぴあ 58931ロー

ソン
神戸
文化 CN e

今回の神戸市室内合奏団の定期演奏会は
ソリストに日本生まれ、日独ハーフのピアニ
スト「ソフィー=真由子・フェッター」が登場し
ます。2005年にはクラシック音楽会の最高
峰ザルツブルク音楽祭に招聘されるなど、
実力派ピアニスト。最近では作曲も手掛け、幅広いジャンルの音楽をレパー
トリーとする彼女がモーツアルトのピアノ協奏曲第17番を演奏します。
また指揮は昨年度の3月定期に続き、エネルギッシュな若さ溢れるタクト
で定評のある、石川星太郎が登場。若きシューマンが作曲した交響曲

「ツヴィッカウ」や交響曲第1番「春」などを演奏します。
早春の日に時空を超えた若き演奏家達の音楽への想いをお楽しみください。
［指揮］石川星太郎　［出演］神戸市室内合奏団　
［ピアノ］ソフィー=真由子・フェッター

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※学生前売券は神戸文化ホールプレイガイドのみの取り扱いになります。購入時に学生証をご呈示下さい。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

一般／
学生／

前売券 2,700円　当日券 3,000円

1,000円（前売・当日共）料金
全席自由

税込

時流を読む者―正統から独創を築き上げた人々―

春。ロマン派交響曲の誕生
神戸新聞松方ホール
2017/3/9（木）　19：00開演（18：30開場）

新長田勤労市民センター別館 ピフレホール　2017/1/9（月・祝）　14：00開演（13：30開場）

神戸市室内合奏団オーケストラ

（大学生以下）

今年度の神戸市混声合唱団　春の定期演奏会は、
今年3月に開催した「オペラde神戸」でプッチー
ニの『蝶々夫人』の指揮で大好評を博した矢澤定
明を迎え、前半に日本の合唱をリードする作曲家
「木下牧子」の作品を取り上げ、後半は矢澤定明
の得意とするミュージカルナンバーをお届けします。特に「キャン
ディード」はあの佐渡裕から直々に薫陶を受けた筋金入り。合唱曲は
勿論、オペラから日本歌謡まで多彩なレパートリーを誇る神戸市混声
合唱団がお贈りする、正統派合唱曲と思わず躍り出したくなるような
ミュージカルナンバーを是非、お楽しみください。
［指揮］矢澤定明　［おはなし］青木耕平　［出演］神戸市混声合唱団

「静寂と躍動」
温かな心になる合唱と動きたくなるミュージカル

2017/3/12（日）　14：00開演（13：30開場）中

神戸市混声合唱団
春の定期演奏会

好評発売中

好評発売中

コーラス

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。

※神戸音楽友の会会員は
　無料で鑑賞できます。

一般／3,000円料金
全席指定

税込

チケット
発売所 315-255ぴあ 56409ロー

ソン
神戸
文化 CN e

会員先行引換 12/6（火）開始
一般発売 12/13（火）開始

室内

室内

室内

チケット
発売所 315-264ぴあ 57062ロー

ソン
神戸
文化 CN e 松方

プログラム
A.ヴィヴァルディ ヴァイオリン協奏曲　ト短調　Op.12　No.1　RV317

　　ヴァイオリン独奏：戸田晴花（ゲスト）
ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」第1集より「四季」Op.8-1～4
　　ヴァイオリン独奏：谷口朋子（春・夏）　萩原合歓（秋・冬）

プログラム

定期演奏会　第138回定期公演

新長田勤労市民センター別館  ピフレホール　☎078-621-1120
（公財）神戸市民文化振興財団　演奏部　☎078-361-7241

矢澤定明

神戸市混声合唱団神戸市混声合唱団

「神戸市室内合奏団」が贈る華やかな新春コンサート！

R.シューマン
W.A.モーツアルト
　　　　　　　　　　　ピアノ：ソフィー=真由子・フェッター
R.シューマン

交響曲　ト短調　WoO29「ツヴィッカウ」（前田昭雄編）
ピアノ協奏曲　第17番　ト長調 K.453

交響曲　第1番　変ロ長調　Op.38「春」

プログラム
≪第一部≫ 

≪第二部≫ 

木下牧子の響き
「地平線のかなたへ」ほか
躍る!?コーラスミュージカルナンバー
「キャンディード」より　ほか

石川星太郎ソフィー=真由子・フェッター

谷口朋子谷口朋子 萩原合歓萩原合歓



神戸市道路公社

■営業時間／24時間
■駐車料金／30分まで150円
　　　　　　（以後10分ごと50円／7～22時）
　　　　　　夜間料金60分100円（22時～翌7時）
　　　　　　１日最高で1,000円（入庫した日の24時まで）
                 ※長さ5m、高さ2ｍ、幅2ｍを超える車は駐車できません。

☎ 078-583-0234 
HP：http://www.kobe-toll-road.or.jp/

大倉山駐車場
☎ 078-382-0823

神戸文化ホールすぐ目の前！

10 11
大 中開催ホール 大ホール 中ホール 他 他館公演リハ リハーサル室大ホール・ロビー大

ロビー
各マークに

ついて 公演時間 入場料 神戸文化ホールプレイガイドで
チケットの販売あり 主催者連絡先※価格はすべて税込です…神戸文化ホール

　主催公演 …演奏部
　主催公演 …神戸市民文化振興財団

　主催公演赤字

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話/お節介な天使
大ホール舞台上舞台
　19:00～20:40
　　一般￥4,000/学生(大学生以下)￥2,000・自由席　※未就学児入場不可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

2016年12月 2017年1月Event schedule Event schedule

1●木

2●金
しまじろうコンサート　しまじろうとクリスマスのねがいごと
　11:00～12:10　13:30～14:40　16:00～17:10
　　￥2,280・指定席（神戸文化ホールＰＧ取扱）/￥2,400・指定席（ぴあ・ローソン・e＋取扱）
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート「お客さま窓口」　0120-988-883 (受付時間9:00～21:00)

3●土

平成29年12月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年6月分練習室

抽選日の
お知らせ

4●日

学校法人和弘学園　設立50周年記念音楽会
　13:45～16:00　　無料・関係者・その他
　学校法人和弘学園　781-2345

中村美佳バレエ教室発表会
　17:30～20:00　　無料・自由席
　中村美佳バレエ教室　090-7482-2833

10●土

ザ・グレン・ミラーオーケストラJapan Tour2016
　13:30～15:30
　　一般￥6,500・指定席(大学生以下の学生席￥3,000はチケットぴあのみお取り扱い)
　株式会社グリークス　06-6966-6555

16●金

24●土

17●土

18●日

神戸学院大学吹奏楽部　第40回定期演奏会
　18:00～20:00　　無料・自由席
　神戸学院大学吹奏楽部部室　974-2057(平日11:00～17:00)

27●火

29●木 市民の第九　2016
　15:00～未定　　　￥2,200・自由席(当日券￥2,500)
　(公財)神戸市民文化振興財団　361-9200

平田勝先生　追悼演奏会
　14:00～16:30　　￥1,000・自由席
　混声合唱団　はもーるKOBE他　090-5657-9303(濱田)

11●日
【混声】マンスリーミニコンサート
しあわせの村
　13：30～14：10　　無料
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

演奏部

大

大

大

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

6●火
大

大

エイコーン「松井須磨子」
　19:00～20:30　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

大

大

しまじろうコンサート　しまじろうとクリスマスのねがいごと
　9:50～11:00　12:10～13:20　14:30～15:40　16:50～18:00
　　￥2,280・指定席（神戸文化ホールＰＧ取扱）/￥2,400・指定席（ぴあ・ローソン・e＋取扱）
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート「お客さま窓口」　0120-988-883 (受付時間9:00～21:00)

第13回琴城流大正琴振興会　神戸支部発表会
　10:30～16:00　　無料・自由席
　琴城流大正琴振興会　神戸支部　594-1412（小島）

大

中

しまじろうコンサート　しまじろうとクリスマスのねがいごと
　9:50～11:00　12:10～13:20　14:30～15:40　16:50～18:00
　　￥2,280・指定席（神戸文化ホールＰＧ取扱）/￥2,400・指定席（ぴあ・ローソン・e＋取扱）
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート「お客さま窓口」　0120-988-883 (受付時間9:00～21:00)

第55回定期演奏会
　15:00～17:00　　無料・自由席
　関西学院大学混声合唱団エゴラド　080-4496-0072（中村）

大

中

身輝会祭り
　11:00～15:30　　無料・自由席
　太極拳「身輝会」　0797-38-6879(西岡）

中

9●金

神戸クリスマス・フェスティバル
　19:00～21:00　　無料・自由席
　クリスマス・フェスティバル実行委員会　452-9281

中

7●水 神戸市母親コーラス　第54回モーブ・ガレット交歓会
　10:30～16:00　　無料・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団(母親コーラス)　351-3597

中

8●木 神戸市母親コーラス　第54回モーブ・ガレット交歓会
　10:30～16:00　　無料・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団(母親コーラス)　351-3597

中

中

【室内】海のコンサート
舞子ビラ神戸　あじさいホール
　14:00～16:00　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

【混声】わがまちコンサート　ピフレ
新長田ピフレホール
　14：00～16:00　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

他

5●木

神戸文化ホール落語まつり
新春映画　の・ようなもの のようなもの
　10:30～12:10　14:00～15:40　　　￥1,000・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

6●金

13●金

17●火

第22回KOBE国際音楽コンクール　本選(金管)
　10:40～19:00　　無料・自由席
　KOBE国際音楽コンクール実行委員会　241-0921(佐藤)

7●土

8●日
22●日

29●日
14●土

21●土

15●日

平成30年1月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年7月分練習室

抽選日の
お知らせ

劇団カッパ座ぬいぐるみ人形劇「雨の贈りもの」
　13:30～15:20　　　大人￥1,600/子ども￥1,100（当日券は￥400増し）・自由席
　神戸カッパ友の会　371-3009

【混声】マンスリーミニコンサート
しあわせの村
　13：30～14：10　　無料
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

20●金

24●火

25●水

第22回KOBE国際音楽コンクール　本選(打楽器)
　9:10～20:00　　無料・自由席
　KOBE国際音楽コンクール実行委員会　241-0921(佐藤)

大

大

新春ビッグステージ　五木ひろし＆秋元順子
　14:30～16:30　18:30～20:30
　　S席￥7,500/A席￥6,500・指定席(夜公演はS席のみ)
　公演事務局　06-6966-8000

大

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話/お節介な天使
大ホール舞台上舞台
　14:00～15:40
　　一般￥4,000/学生(大学生以下)￥2,000・自由席　※未就学児入場可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大

中

中

神戸文化ホール落語まつり
青春落語道場　大倉亭　新春寄席2017
　11:00～18:20　　　￥1,500(当日￥2,000)・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

中

神戸フィルハーモニック　ニューイヤーコンサート2017
　14:00～16:00　　　￥2,500・自由席
　神戸フィルハーモニック　351-3597

大

レクイエムの夕べ～祈りを込めて～
　18:30～20:30　　　￥1,800(当日￥2,000)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

定期演奏会
　14:00～16:00　　　￥1,000・自由席
　神戸市民交響楽団　090-6603-0578（ナガタ）

日本むかしばなし「つるのおんがえし」「なしとり兄弟」
　11:00～12:40　13:45～15:25　　￥1,300(当日￥1,500)・指定席
　劇団　銀河鉄道　03-5684-3320

大

中

アートベンチャー事業2015入選作品　「『鍵』～人はみな少しずつ違う～」
　17:00～18:40
　　一般￥2,300/学生￥1,000（当日券は各￥500UP）・指定席
　劇団フレデリック　351-3597

中

中

兵庫県幼児音楽発表会
　13:00～16:00　　無料・自由席
　兵庫県幼児教育研究会　611-1344(赤木)

神戸親和女子大学コーラス部　第36回定期演奏会
　18:00～20:00　　無料・自由席
　神戸親和女子大学コーラス部　090-5243-2113（大塚）

大

大

中

他

【室内】海のコンサート
舞子ビラ神戸　あじさいホール
　14:00～16:00　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

あじさいコンサート　～未来へ～音楽でつなぐ心と絆
　13:00～16:00　　無料・抽選（事前申込）
　あじさいコンサート実行委員会（生涯学習課内）　322-5794

【室内】わがまちコンサート　ピフレ
新長田ピフレホール
　14：00～16:00　　￥1,300(当日1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

第22回KOBE国際音楽コンクール　本選(木管)
　9:30～20:00　　無料・自由席
　KOBE国際音楽コンクール実行委員会　241-0921(佐藤)

大

中

他

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731(川上)

大

9●月●祝

【混声】うはらの郷コンサート
東灘区民センター　うはらホール
　14:00～16:00　　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

PRAY FROM KOBE～明日につなげるコンサート～
　14:00～16:30（予定）　　　￥800・自由席
　兵庫県合唱連盟　360-0015

神戸マンドリンオーケストラ　第3回定期演奏会
　14:00～15:45　　￥500・自由席
　神戸マンドリンオーケストラ　0774-66-4807

大

中

レクイエム・プロジェクト神戸2017
　13:30～15:30　　　￥1,800(当日￥2,300)・自由席
　レクイエム・プロジェクト神戸実行委員会　080-6186-2116(藤井)

中

他

大
ロビー

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

15●木 大

12●月

中

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】 プレイベント
　13:00～14:00　15:00～16:00　　　￥500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
ロビー

13●火
2016冬期定期公演　年忘れ歌い納め大合唱会
　10:30～12:30　13:30～15:30　　無料・指定席・整理券
　NPO法人　日本音楽生涯学習振興協会　200-3070

第56回定期演奏会
　13:30～15:30　　無料・自由席
　甲南大学文化会交響楽団　080-1506-1363（奥村麻未）

大

エイコーン「松井須磨子」
　14:00～15:30　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

【混声】あなたに贈るコンサート
灘区民ホール
　15:00～17:00　　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

大

Joy!Masukalba 真澄鏡・アルバエコー　ジョイントコンサート
　14:30～16:15　　￥1,000・自由席
　女声コーラス「真澄鏡」/女声合唱団アルバエコー　090-3714-3181

親子のためのオーケストラ　ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団
　15:00～17:00　　　1階席￥4,000/2階席￥3,500
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

大

ベネッセ英語ショー
　12:30～14:00　15:30～17:00　　￥3,120・指定席
　英語コンサート事務局　0570-00-8600

貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演 くるみ割り人形【全幕】
　15:30～18:00
　　S席￥7,000/A席￥6,000/B席￥4,000/C席￥2,000　※4歳以上から入場可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演 くるみ割り人形【全幕】
　15:30～18:00
　　S席￥7,000/A席￥6,000/B席￥4,000/C席￥2,000　※4歳以上から入場可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731(川上)

27●金 大
マスクプレイミュージカル「ピーターパン」
　10:15～12:00　13:00～14:45　　A席￥2,000/B席￥1,500・指定席
　劇団飛行船　06-6364-3769(福)

美川憲一＆コロッケスペシャルジョイントコンサート
　14:00～16:00　17:30～19:30　　　￥7,560・指定席
　株式会社グリークス　06-6966-6555

神戸消費者フェスティバル
　13:00～15:00　　無料・自由席・関係者
　神戸市市民参画推進局市民生活部消費生活課　322-5185

中

第九回　神戸能　プレイベント
　14:00～15:00　　　￥500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-334930●月

31●火
大

23●金●祝



神戸市道路公社

■営業時間／24時間
■駐車料金／30分まで150円
　　　　　　（以後10分ごと50円／7～22時）
　　　　　　夜間料金60分100円（22時～翌7時）
　　　　　　１日最高で1,000円（入庫した日の24時まで）
                 ※長さ5m、高さ2ｍ、幅2ｍを超える車は駐車できません。

☎ 078-583-0234 
HP：http://www.kobe-toll-road.or.jp/

大倉山駐車場
☎ 078-382-0823

神戸文化ホールすぐ目の前！

10 11
大 中開催ホール 大ホール 中ホール 他 他館公演リハ リハーサル室大ホール・ロビー大

ロビー
各マークに

ついて 公演時間 入場料 神戸文化ホールプレイガイドで
チケットの販売あり 主催者連絡先※価格はすべて税込です…神戸文化ホール

　主催公演 …演奏部
　主催公演 …神戸市民文化振興財団

　主催公演赤字

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話/お節介な天使
大ホール舞台上舞台
　19:00～20:40
　　一般￥4,000/学生(大学生以下)￥2,000・自由席　※未就学児入場不可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

2016年12月 2017年1月Event schedule Event schedule

1●木

2●金
しまじろうコンサート　しまじろうとクリスマスのねがいごと
　11:00～12:10　13:30～14:40　16:00～17:10
　　￥2,280・指定席（神戸文化ホールＰＧ取扱）/￥2,400・指定席（ぴあ・ローソン・e＋取扱）
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート「お客さま窓口」　0120-988-883 (受付時間9:00～21:00)

3●土

平成29年12月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年6月分練習室

抽選日の
お知らせ

4●日

学校法人和弘学園　設立50周年記念音楽会
　13:45～16:00　　無料・関係者・その他
　学校法人和弘学園　781-2345

中村美佳バレエ教室発表会
　17:30～20:00　　無料・自由席
　中村美佳バレエ教室　090-7482-2833

10●土

ザ・グレン・ミラーオーケストラJapan Tour2016
　13:30～15:30
　　一般￥6,500・指定席(大学生以下の学生席￥3,000はチケットぴあのみお取り扱い)
　株式会社グリークス　06-6966-6555

16●金

24●土

17●土

18●日

神戸学院大学吹奏楽部　第40回定期演奏会
　18:00～20:00　　無料・自由席
　神戸学院大学吹奏楽部部室　974-2057(平日11:00～17:00)

27●火

29●木 市民の第九　2016
　15:00～未定　　　￥2,200・自由席(当日券￥2,500)
　(公財)神戸市民文化振興財団　361-9200

平田勝先生　追悼演奏会
　14:00～16:30　　￥1,000・自由席
　混声合唱団　はもーるKOBE他　090-5657-9303(濱田)

11●日
【混声】マンスリーミニコンサート
しあわせの村
　13：30～14：10　　無料
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

演奏部

大

大

大

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

6●火
大

大

エイコーン「松井須磨子」
　19:00～20:30　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

大

大

しまじろうコンサート　しまじろうとクリスマスのねがいごと
　9:50～11:00　12:10～13:20　14:30～15:40　16:50～18:00
　　￥2,280・指定席（神戸文化ホールＰＧ取扱）/￥2,400・指定席（ぴあ・ローソン・e＋取扱）
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート「お客さま窓口」　0120-988-883 (受付時間9:00～21:00)

第13回琴城流大正琴振興会　神戸支部発表会
　10:30～16:00　　無料・自由席
　琴城流大正琴振興会　神戸支部　594-1412（小島）

大

中

しまじろうコンサート　しまじろうとクリスマスのねがいごと
　9:50～11:00　12:10～13:20　14:30～15:40　16:50～18:00
　　￥2,280・指定席（神戸文化ホールＰＧ取扱）/￥2,400・指定席（ぴあ・ローソン・e＋取扱）
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート「お客さま窓口」　0120-988-883 (受付時間9:00～21:00)

第55回定期演奏会
　15:00～17:00　　無料・自由席
　関西学院大学混声合唱団エゴラド　080-4496-0072（中村）

大

中

身輝会祭り
　11:00～15:30　　無料・自由席
　太極拳「身輝会」　0797-38-6879(西岡）

中

9●金

神戸クリスマス・フェスティバル
　19:00～21:00　　無料・自由席
　クリスマス・フェスティバル実行委員会　452-9281

中

7●水 神戸市母親コーラス　第54回モーブ・ガレット交歓会
　10:30～16:00　　無料・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団(母親コーラス)　351-3597

中

8●木 神戸市母親コーラス　第54回モーブ・ガレット交歓会
　10:30～16:00　　無料・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団(母親コーラス)　351-3597

中

中

【室内】海のコンサート
舞子ビラ神戸　あじさいホール
　14:00～16:00　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

【混声】わがまちコンサート　ピフレ
新長田ピフレホール
　14：00～16:00　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

他

5●木

神戸文化ホール落語まつり
新春映画　の・ようなもの のようなもの
　10:30～12:10　14:00～15:40　　　￥1,000・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

6●金

13●金

17●火

第22回KOBE国際音楽コンクール　本選(金管)
　10:40～19:00　　無料・自由席
　KOBE国際音楽コンクール実行委員会　241-0921(佐藤)

7●土

8●日
22●日

29●日
14●土

21●土

15●日

平成30年1月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年7月分練習室

抽選日の
お知らせ

劇団カッパ座ぬいぐるみ人形劇「雨の贈りもの」
　13:30～15:20　　　大人￥1,600/子ども￥1,100（当日券は￥400増し）・自由席
　神戸カッパ友の会　371-3009

【混声】マンスリーミニコンサート
しあわせの村
　13：30～14：10　　無料
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

20●金

24●火

25●水

第22回KOBE国際音楽コンクール　本選(打楽器)
　9:10～20:00　　無料・自由席
　KOBE国際音楽コンクール実行委員会　241-0921(佐藤)

大

大

新春ビッグステージ　五木ひろし＆秋元順子
　14:30～16:30　18:30～20:30
　　S席￥7,500/A席￥6,500・指定席(夜公演はS席のみ)
　公演事務局　06-6966-8000

大

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】電話/お節介な天使
大ホール舞台上舞台
　14:00～15:40
　　一般￥4,000/学生(大学生以下)￥2,000・自由席　※未就学児入場可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大

中

中

神戸文化ホール落語まつり
青春落語道場　大倉亭　新春寄席2017
　11:00～18:20　　　￥1,500(当日￥2,000)・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

中

神戸フィルハーモニック　ニューイヤーコンサート2017
　14:00～16:00　　　￥2,500・自由席
　神戸フィルハーモニック　351-3597

大

レクイエムの夕べ～祈りを込めて～
　18:30～20:30　　　￥1,800(当日￥2,000)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

定期演奏会
　14:00～16:00　　　￥1,000・自由席
　神戸市民交響楽団　090-6603-0578（ナガタ）

日本むかしばなし「つるのおんがえし」「なしとり兄弟」
　11:00～12:40　13:45～15:25　　￥1,300(当日￥1,500)・指定席
　劇団　銀河鉄道　03-5684-3320

大

中

アートベンチャー事業2015入選作品　「『鍵』～人はみな少しずつ違う～」
　17:00～18:40
　　一般￥2,300/学生￥1,000（当日券は各￥500UP）・指定席
　劇団フレデリック　351-3597

中

中

兵庫県幼児音楽発表会
　13:00～16:00　　無料・自由席
　兵庫県幼児教育研究会　611-1344(赤木)

神戸親和女子大学コーラス部　第36回定期演奏会
　18:00～20:00　　無料・自由席
　神戸親和女子大学コーラス部　090-5243-2113（大塚）

大

大

中

他

【室内】海のコンサート
舞子ビラ神戸　あじさいホール
　14:00～16:00　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

あじさいコンサート　～未来へ～音楽でつなぐ心と絆
　13:00～16:00　　無料・抽選（事前申込）
　あじさいコンサート実行委員会（生涯学習課内）　322-5794

【室内】わがまちコンサート　ピフレ
新長田ピフレホール
　14：00～16:00　　￥1,300(当日1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

第22回KOBE国際音楽コンクール　本選(木管)
　9:30～20:00　　無料・自由席
　KOBE国際音楽コンクール実行委員会　241-0921(佐藤)

大

中

他

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731(川上)

大

9●月●祝

【混声】うはらの郷コンサート
東灘区民センター　うはらホール
　14:00～16:00　　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

PRAY FROM KOBE～明日につなげるコンサート～
　14:00～16:30（予定）　　　￥800・自由席
　兵庫県合唱連盟　360-0015

神戸マンドリンオーケストラ　第3回定期演奏会
　14:00～15:45　　￥500・自由席
　神戸マンドリンオーケストラ　0774-66-4807

大

中

レクイエム・プロジェクト神戸2017
　13:30～15:30　　　￥1,800(当日￥2,300)・自由席
　レクイエム・プロジェクト神戸実行委員会　080-6186-2116(藤井)

中

他

大
ロビー

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

15●木 大

12●月

中

ステージ・オン・ステージ＃３【オペラ】 プレイベント
　13:00～14:00　15:00～16:00　　　￥500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
ロビー

13●火
2016冬期定期公演　年忘れ歌い納め大合唱会
　10:30～12:30　13:30～15:30　　無料・指定席・整理券
　NPO法人　日本音楽生涯学習振興協会　200-3070

第56回定期演奏会
　13:30～15:30　　無料・自由席
　甲南大学文化会交響楽団　080-1506-1363（奥村麻未）

大

エイコーン「松井須磨子」
　14:00～15:30　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

【混声】あなたに贈るコンサート
灘区民ホール
　15:00～17:00　　　￥1,300(当日￥1,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

他

大

Joy!Masukalba 真澄鏡・アルバエコー　ジョイントコンサート
　14:30～16:15　　￥1,000・自由席
　女声コーラス「真澄鏡」/女声合唱団アルバエコー　090-3714-3181

親子のためのオーケストラ　ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団
　15:00～17:00　　　1階席￥4,000/2階席￥3,500
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

大

ベネッセ英語ショー
　12:30～14:00　15:30～17:00　　￥3,120・指定席
　英語コンサート事務局　0570-00-8600

貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演 くるみ割り人形【全幕】
　15:30～18:00
　　S席￥7,000/A席￥6,000/B席￥4,000/C席￥2,000　※4歳以上から入場可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演 くるみ割り人形【全幕】
　15:30～18:00
　　S席￥7,000/A席￥6,000/B席￥4,000/C席￥2,000　※4歳以上から入場可
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731(川上)

27●金 大
マスクプレイミュージカル「ピーターパン」
　10:15～12:00　13:00～14:45　　A席￥2,000/B席￥1,500・指定席
　劇団飛行船　06-6364-3769(福)

美川憲一＆コロッケスペシャルジョイントコンサート
　14:00～16:00　17:30～19:30　　　￥7,560・指定席
　株式会社グリークス　06-6966-6555

神戸消費者フェスティバル
　13:00～15:00　　無料・自由席・関係者
　神戸市市民参画推進局市民生活部消費生活課　322-5185

中

第九回　神戸能　プレイベント
　14:00～15:00　　　￥500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-334930●月

31●火
大

23●金●祝
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交通のご案内

（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール 〒650-0017　兵庫県神戸市中央区楠町4-2-2  http://www.kobe-bunka.jp/hall/
TEL 078-351-3535（代表）　FAX 078-351-3121

事務所受付／［火曜日～土曜日］9：00～17：00　プレイガイド受付／10：00～18：00（年末・年始を除き年中無休）

電車をご利用の方へ
●市営地下鉄　西神山手線　大倉山駅より徒歩1分
●JR神戸線　神戸駅より北へ徒歩10分
●神戸高速鉄道　高速神戸駅より北へ徒歩8分
●市営地下鉄　海岸線　ハーバーランド駅より北へ徒歩12分

ハーバー
ランド駅
ハーバー
ランド駅

市営地下鉄海岸線
阪神高速3号神戸線

神戸高速鉄道

大倉山駐車場

大倉山駅

神戸地裁

中央図書館
大倉山公園

神戸大学付属病院

中央体育館

男女共同参画
センター

湊川神社

高速神戸駅

神戸駅

至 阪急三宮

至 三宮

至 三宮

至 阪神三宮

至 阪神高速 京橋IC

至 三ノ宮

至 須磨

至 西神中央

市営地下鉄西神山手線

JR神戸線

至 明石

車でお越しの方は、大倉山駐車場のご利用が可能です
■大倉山駐車場のご案内（収容279台）
連絡先：神戸市道路公社　TEL 078-302-4671　大倉山駐車場　TEL 078-382-0823

神戸市室
内合奏団

神戸市混
声合唱団神戸文化ホール友の会

チケットの優先予約　一般発売日以前に予約可能
チケットの1割引購入（1公演につき4枚まで）
情報誌の送付　神戸文化ホールでの公演情報を掲載した
　　　　　　　情報誌を隔月お届けします
その他、会員特典がございます。詳しくは神戸文化ホールHPをご覧ください。

神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00）
（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部

TEL 078-351-3349 または 6105
ホームページ（一部販売していない公演もございます） 
http://www.kobe-bunka.jp/hall/

T E L 078-361-7241
FAX 078-361-7182
E-mail info@kobe-ensou.jp
ホームページ http://www.kobe-ensou.jp/

年会費

会員特典

指定の主催公演の無料鑑賞（年間36回以上）
指定の主催公演チケットの２割引購入（1公演につき２枚まで）
情報誌の送付　神戸文化ホールでの公演情報を掲載した
　　　　　　　情報誌を隔月お届けします

会員特典

問合先 問合先

2,160円
（税込・入会時から１年間）

年会費 10,000円
（税込・入会時から１年間）

神戸文化ホールで開催される
さまざまな公演がおトクに楽しめます

車椅子専用スペース10席（1階1列・2列・12列・13列の一部）

車椅子に転換できる席（1階1列・2列の一部）　
取りはずし可能座席36席→車椅子専用スペース12席に変更可能

車椅子専用スペース６席（１階１列の一部）

車椅子に転換できる席（1階1列の一部）　
取りはずし可能座席24席→車椅子専用スペース12席に変更可能

PA指定席

大ホール座席表 中ホール座席表

座席表

大ホール

中ホール

神戸音楽友の会
神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の
主催公演をお楽しみ頂けます
※新規会員募集は2017年3月末をもって終了します

友の会会員募集中友の会会員募集中 ★P.7にお知らせあり

2017/
3/28（火）

2017/
3/20（月・祝）

2017/
4/22（土）

2017/
3/18（土）

撮影：内池秀人（エクラン）

with
兵庫県立高砂高等学校
ジャズバンド部
ビッグ・フレンドリー・
ジャズ・オーケストラ


