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〈大阪公演〉枚方市総合文化芸術センター 関西医大 だヽホール_2Q22年 6月こ日(アk)。 身目(木)=■ 二「
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美 しい湖 ゴールデン・ポンドの別荘に、ひと夏を過ごすために訪れた

ノーマンとエセル夫婦。老いへの焦 りを抱えるノーマン、妻エセルが

優 しく包み込み懸命に励ます。そこへ、郵便配達員チャージーが、夫妻

の娘 チェルシーからの手紙を届けに来 る。ノーマンの 80歳の誕生日に

チェルシーがパー トナーのビル と子供 ビジーを連れて帰って くるとい

う手紙だ。お互いに素直になれずぶつか り合 うノーマンとチェルシー、

少 しぎこちないノーマンとビジーも、ゴールデン・ポンドでの生活の中

で少しずつ変わっていく。傷つけあい、労わりあいながらも、家族の絆

を探すひと夏の物語。 ¥ ビル・レイ松村 雄基

作 :ア ーネス ト・トンプソン

翻訳 :青井陽治
演出 :鵜 山仁
音楽 :藤原道山

美術 :原 田 愛
照明 :原 田 保
音響 :山本浩一

衣裳 :前 田文子
ヘアメイク :前 田節子

振付 :新海絵里子
演出助手 :相原雪月花

舞台監督 :小澤久明
舞台製作 :ク リエイテイブ・アート・スインク

加ノ負谷昔之輔

エセル・セイヤー

高橋

関西医大 ホール

6月 8日 lガ(l'9日 l木)

14:00F万]演

料 琶苫 8,800円 (全席指定・税込 )

※未就学児入場不可

鯵 一 】 赤羽ホール

〈愛知〉

穂の国 とよはし芸術劇場
PLAT主ホール

6月 18日 (上)14:00開演

19日 (日 )12:00開演
料 金 8,800円 l全席指定。税込)

※未就学妃入場不可

チェルシー・セイヤー・ウェイン

瀬奈 じゅん

チャージー・マーテイン

石橋 徹郎

身

マン・セイヤー・ジュエア
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ビジー・レイ林 蓮音
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6月 14日 lアkl・ 15日 (木)

14:00隣]ユ寅

料 登歩 8,800円 (全席指定・税込)

※未就学児入場不可
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ご予約・お問合せ

宣伝美術 :松岡雅子(GIRI)

宣伝写真 :西村 淳
宣伝衣装 :前田文子 関けいこ

宣伝ヘアメイク:伊藤こず恵 studioAD
大宝みゆき

衣裳協力 :松竹衣装
オプティカルテーラー クレイドル青山店
koaniani/コ アニアニ

フラワーアレンジメント:マチルダ

版権コーデイネート:シアターライツ

宣伝 :デイップス・プラネット

制作 :西谷 加奈子 堀田淳之輔

制作デスク :薄 田品子
プロデューサー :江口剛史

※チケットご購入前に、

公式ホームページの「感

染症対策への取り組

みとお客様へのお願い」

を必ずご確認ください。

警枚方市総合文化芸術センタ…

072日 345日4910
(休館日:第 4火曜日※祝日を除く)

httpsI〃 hirakataぃ arts.jp/ticket/

攀チケットデスク

0570‐ 008‐310
(ナビダイヤル)受付時間 (10:00～ 17:00)

攀枚方市総合文化芸術センタ…

本館 窓口 (10:00～ 20:00)

※3月 20日 (日 )以降、残席がある場合のみ

攀北國新聞赤羽ホール

076H260H3555
(平日 10:00～ 18:00)

httpツwww.akabane… hall.jp/

鯵北國新聞読者サービスセンタ…

076日 260日8000
(平 日 10:00～ 18:00)

◇石川県立音楽堂チケットボックス

076日232日8632
(電話受付時間 10:00～ 18:00)

鬱キョードー東海

052H972日 7466
営業時間 (平 日12:00～ 18:00

± 10:00～ 13:00)

http://kyodotokai.co.jp/
tickets/

讐プラットチケットセンタ…

0532日 39日3090
(体館日を除く10:00～ 19:00)

http:〃 www.toyohashi‐ at.〕 p

※発売日初日は、オンライン・電話のみ取扱い。

残席がある場合は翌日以降窓口取扱い。

チケットぴあ   https:〃 t.pia.,p/t/tasogare2022/(Pコ ード:大阪公演 5刊 ‐438/金沢公演 51+000/愛知公寅 511‐ 492)

セブン‐イレブンで直接販売

ローツンチケット https:〃 卜tike.com/play/tasogar生2022/(Lコ ード:大阪公演 53171/全沢公演 51543/愛知公,寅 4可 386)

ローツン、ミニストップ店内 Loppiで 直接販売

イープラス    https:〃 eplus.jp/tasogare/(金沢公演、愛知公演)

※他、愛知公,寅のみCNプレイガイRセ ブンチケットでも取扱つております。

一1般発売H
2022年

3月19‐ H(上 )

10100～
チケットお取り扱い

https:〃 www stagegate ip/
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