
※本紙に記載のデータは2022年8月現在のものです。
　最新の情報はWEBをご覧ください。
※都合により、内容が変更になる場合がございます。

枚方市総合文化芸術センター指定管理者
アートシティひらかた共同事業体
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☎072-845-4910（本館）
   072-845-4912（本館）
（休館日・年末年始を除く）

枚方市総合文化芸術センター
●お問い合わせ

発行元

Twitterでも施設紹介や
公演情報などを発信中！
＠hirakata_arts

※予約後のチケットの変更・取り消し、購入後のチ
ケットの変更・払い戻しはお受けいたしかねます。
※予約有効期日までにお支払い頂けない場合は、予
約取り消しとなります。
※一部取り扱いの無い公演がございます。

チケットは、以下のいずれかの方法でご
予約・ご購入いただけます。

[ 本 館 ]〒573-1191枚方市新町2丁目1番60号
[ 別 館 ]〒573-1191枚方市新町2丁目1番5号
（旧メセナひらかた会館）
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枚方市総合文化
芸術センター本館

※発券手数料（110円/1枚）および決済手数料
（165円/件）が必要です（各種手数料については、
公演によって異なる場合があります）。 

WEBで予約・購入

①枚方市総合文化芸術センター
　オンラインチケットからお申込み
https://hirakata-arts.jp/ticket/
※24時間受付（システムメンテナンス時除く）
※発売初日は10:00より受付開始

引取り場所 支払い方法

セブン-イレブン

枚方市総合文化芸術
センター1F総合受付

オンライン決済
店頭支払い

オンライン決済

窓口支払い

②チケットお引取り・お支払い方法を選択

一般発売会員先行

①枚方市総合文化芸術センター
　チケットデスクに電話

☎0570-008-310

※発券手数料（110円/1枚）および決済手数料
（165円/件）が必要です（各種手数料については、
公演によって異なる場合があります）。 

お電話で予約・購入

（10：00～17：00、休館日・年末年始を除く）

②セブン-イレブン※または窓口で引取り、支払い

一般発売会員先行

※前売日で売り切れの場合、販売はございません。
※キャッシュレス決済または現金がご利用いただけます。

（10:00～20:00、休館日・年末年始を除く）

枚方市総合文化芸術センター 
本館1F総合受付

本館窓口で購入
※一般発売開始日の翌日から販売。

チケット購入方法

チケット先行予約ができる！
入会金・年会費無料！

人気チケットをいち早く！
公演チケットの先行予約 

特典

1
会員だけのスペシャル企画！
会員限定イベントの開催

特典

3
最新の公演情報をGet! 
メールマガジンの配信 

特典

2

会員登録はこちらから

登録専用ホームページ
にアクセスしてください。

枚方市総合文化芸術センター本館
1F窓口で受付ます。（10：00～20：00）

登録方法①

登録方法②

  枚方市総合文化芸術センター

 「CLUB H-Arts」会員募集中！
主催・共催公演のチケットを便利にお求めいただけます。

ク ラ ブ  ハ ー ツ

※一部公演を除く。

Pick Up Stage

 “クラシック音楽の惑星で最もホットなアーティスト（ニューヨークタイ
ムズ紙）”とも称される世界を代表する天才ピアニスト、ラン・ラン。
ウィーン･フィルやベルリン･フィルといった超一流オーケストラと何度
も共演、2006年のFIFAワールドカップ開会式、2008年の北京オリン
ピック、グラミー賞におけるメタリカやファレル・ウィリアムスとのコラボ
レーション（2014・15年）といった、数々のビッグイベントでも演奏を
披露するなど、世界中を魅了してきた彼が、枚方の地にやってきます。
華麗なテクニックによって生み出される、リサイタルをお見逃しなく！

天才ピアニスト、ラン・ランが枚方に登場！

昨年、センターのオープン
を機に開催され、市内外
から計4 0 6点の出品が
あった公募選抜美術工芸
展を今年度も開催！
満15歳以上（4月1日時
点）であれば、市内外在住
を問わずどなたでも参加
可能。多数のご応募をお
待ちしています！

本格的な音響を体感できる3つのホー
ルのほか、リハーサル室やギャラリーを
備えた本館と、会議室など本館を補完
する諸室を備えた別館。演劇やコン
サート、学校行事にサークル活動と、ご
希望の用途にあわせてご利用いただけ
ます。お気軽にご相談ください。

※その他、募集要項など詳しくはセンターまたは枚方市ホー
　ムページをご確認ください。
●お問い合わせ：枚方市総合文化芸術センター 本館（右記）

「第2回 枚方市展」作品募集！
枚方市総合文化芸術センターは
様々な使い方ができる施設です！

センター実施公演のチケットおよび半券（当日のみ
有効）を、対象店舗でご提示いただくとお得なサービ
スが受けられます。詳しくは右の二次元コードから！

お得なサービスを提供いただけるお店も募集中！
ご興味のある方はH-Arts担当（☎072-845-4910）まで。

知っていますか？ 鑑賞チケットサービス

10月1日（土）～11月20日（日）必着

Information

出品参加費

出品点数

募集部門

募集期間

日本画、洋画・版画、工芸、彫塑・立体、書、写真

1人1部門につき1点

1点1,000円　※作品搬入時に持参

©Harald Hoffmann 11
26 土

POINT!
映画「のだめカンタービレ 最終楽章」で、主人公・のだめの演奏を吹き替
えていたのが、実は彼。のだめファンの方もこの機会にぜひ！

　 A席：9,000円、B席：6,000円
※未就学児入場不可
　　　　　9/10(土)　　　   9/21(水)会員先行 一般発売

【出演】鈴木大介（ギター）、辻彩奈（ヴァイオリン）、藤木大地（カウンターテナー）
　 3,000円　※未就学児入場不可

ラン・ラン ピアノリサイタル
14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

＜ニコロ・パガニーニ＞
♪チェントーネ・ディ・ソナタ op.64より（Vn,Gt）
♪24のカプリース op.1,MS25より（Vn）
♪カンタービレ ニ長調 op.17,MS109（Vn,Gt）
♪グランド・ソナタ イ長調 op.39,MS3より第1楽章（Gt）
＜モーツァルト＞
♪夕べの想い K.523(Ct,Gt)

PROGRAM

※ギター＝Gt、ヴァイオリン＝Vn、カウンターテナー＝Ct
※曲目は変更になる可能性があります。

©Naoya Ikegami ©Makoto Kamiya ©hiromasa

利用イメージ（上）第39回北
河内ブロック高等学校美
術・工芸展、（下）GIGAフェ
ス～ミライのマナビ～

1800年代、超絶技巧と音色で人々を魅了し「悪魔」と呼ばれたニコロ・
パガニーニ。その艶やかな音色と表現で各方面から高い評価を受ける
ヴァイオリニストの辻彩奈、バロックからコンテンポラリーまで幅広いレ
パートリーで活躍するカウンターテナーの藤木大地を迎え、パガニーニ
の楽曲を知り尽くすギタリスト・鈴木大介が生み出すオリジナル企画を
お聞き逃しなく。

生誕240年を迎えるパガニーニに光を当て
名曲から知られざる名曲まで網羅

生誕240年 ニコロ・パガニーニの世界11
5 土 ～ヴァイオリン・ギター・歌による～

14：00開演／［本館］関西医大 小ホール
チケット好評発売中！

施設利用 利用の流れ施設概要

子供文化芸術
活動支援事業

枚方市総合文化芸術センター情報紙

総 合 文 化 芸 術 センター でひらこう、新 たな 世 界 のトビラ
H-Arts（ハーツ）とは
Hirakataの「H」とArt（文化芸術）
をつなげて、枚方×アートが生み出
す豊かなココロを表現しました。

v o l .
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THE ALFEE

SHISHAMOSUGA SHIKAO

Feature
秋以降も魅力的な公演が目白押し！
いよいよポップス事業始動！

HIRAKATA  PERFORMING
&  VISUAL  ARTS  CENTER



子供文化芸術
活動支援事業

子供文化芸術
活動支援事業

連
携

地域

昨年８月、構想から20年以上を経て誕生した「枚方市総合
文化芸術センター」。開館から一年、音楽や演劇、美術など、
数多くの公演やイベントを開催してまいりました。
二年目を迎えた2022年度も、充実のラインナップで皆さ
まに心揺さぶる公演をお届けいたします。

美術ギ

枚方の美術家展～15 水

20 月

2月

小 クラシック

21 火・祝

舞台「裸足で散歩」
大

美術

9月 21 水

26 月

～

5 水10月
演劇

23 枚方ジャズフェスタ
with ブルーノート東京

ジャズ大

金・祝

10 ひらかた落語特選シリーズ
菊満開寄席
若手から名人まで落語界を彩る噺家が勢ぞ
ろい！「菊×聴く」で笑顔も心も満開に
【出演】月亭希遊、桂二葉、笑福亭銀瓶、
桂春若、桂文之助、笑福亭仁智
　 3,500円落語小

日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2022
NHKみんなのうたミュージカル
「リトル・ゾンビガール」

8 土

　 A席：5,000円
B席：3,000円
子ども（中学生以下）：
2,000円ミュージカル

親子

大

15 土

月・祝

ラン・ラン ピアノリサイタル

大

26 土

18 日

クラシック

佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ
《ブラスの祭典2022》

19 土

クラシック

　 A席：5,500円、B席：4,500円、C席：3,500円

大

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
～アキラさんからのおくりもの～

大 クラシック

親子

12月

美術

第2回 枚方市展
～6 金

11 水

小

14 土

邦楽

本條秀慈郎 三味線リサイタル

大

23 木・祝

映画

映画上映会
「HOKUSAI」（予定）

大 クラシック

【指揮】沼尻竜典
【出演】宮本益光・与那城敬・近藤圭・加耒徹
（以上バリトン）
　 A席：3,500円、B席：1,000円
                   10/8(土)
　　　　　10/19(水)
会員先行
一般発売
会員先行

大阪フィルハーモニー交響楽団
バレンタインコンサート with ハンサム四兄弟4 土

26 日

25 土

演劇大

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース
「蜘蛛巣城」

SHISHAMO ワンマンツアー2022秋
「NICE TO MEET YOUr town!!! 
～10年目の初上陸～」

大

　 5,500円

ポップス

THE ALFEE 2022（共催） 
Autumn Tour Genesis of New World 
秋の天地創造

27 木

ポップス

　 7,700円
　　　　　
　 8/22(月)～9/4(日)　　　  
                   
　 9/17(土)

会員先行

一般発売
大

30 日

イベント

親子

大

小

23 日

映画

映画上映会　
「パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト 」
　 1,000円

11月

2月

18 土

大 落語

ひらかた落語特選シリーズ
桂米朝一門会

スガ シカオ
25周年ツアー 大感謝祭2022

大 ポップス

小

生誕240年
ニコロ・パガニーニの世界
～ヴァイオリン・ギター・歌による～

土

クラシック

5 土

日6

11月

OSK日本歌劇団創立100周年記念公演
「The Diamond Quality」（共催）17 木

　 5,000円　※子ども無料席あり（先着順）
　　　　　9/27（火）

小

イベント

小

加藤昌則プロデュース Just 2 Hours!
120分で知る名曲コンサート Vol.2
～加藤昌則のタイプ別作曲家大解剖！～

13 日

　 2,000円

イ

ひらパー×NAKED×枚方市
「新・菊人形展」（共催）18 金

土12月３日

～

クラシック

1月
2023年

小

加藤昌則プロデュース Just 2 Hours!
120分で知る名曲コンサート Vol.3
～バイヤー加藤のクリスマスプレゼント～

3 土

クラシック 　 2,000円

「Digital×浮世絵」展（仮）
20億画素の超高精細三次元デジタル画像により忠実
に再現された所蔵元認定のマスターレプリカや、大判
パネルなどで浮世絵の名作をお楽しみいただけます
　 500円 予定美術ギ

ギ

ギ

　 一般：4,000円、高校生以下：1,000円

　 2,000円小

加藤昌則プロデュース Just 2 Hours!
120分で知る名曲コンサート Vol.1
～すぐにでも話したくなる名曲裏話集～

16 日

クラシック

ひらかた将棋イベント（共催） 10 土

イベント

枚方市民メサイア公演2022
15周年記念公演（共催）

土17
クラシック大

美術

北河内高等学校
合同美術・工芸展（共催）

14 水

19 月

～

ギ

18
クラシック

水

大

MUSIC SHARING presents
五嶋みどり ヴァイオリンリサイタル
　 Ａ席：5,000円、、Ｂ席：4,000円
　　　　　10/8(土)
　　　　　10/19(水)
会員先行
一般発売

21
イベント

土

大
夏井いつき 句会ライブ　

DUO×DUO

枚方にゆかりのある美術家の作品が一堂に
会する展覧会を今年も開催

完売

22 水

26 日

～

枚方歴史物語

「火怨の蝦夷 阿弖流為」（共催）12 日

11 土

演劇小

大 クラシック

4 土 枚方シティオペラ

か     えん え    みし あ 　 て 　 る 　 い

18 金

演劇

一般発売

アートスプラウトシリーズ
パフォーミングアーツVol.7
天勝悠太 ピアノリサイタル
～ピアニストが魅せる！
晩秋を彩る美しきクラシックの名曲

25 金

　 500円
　　　　　9/10(土)
　　　　　9/21(水)
会員先行
一般発売
会員先行

小 クラシック
イベント広

イ
大

Ｈ-Arts（ハーツ）フェスタ（予定）
センターの様々な場所でアートを体験でき
るイベント。どなたでも楽しめるので、ぜひ
ご参加ください

11 土・祝

クラシック

11 土・祝

小

1月

裏面で
詳しく！

3月

1967年に映画化もされた同作は、
ニューヨークのアパートに暮らす新
婚夫婦と変わり者の住民たちが繰
り広げる劇作家ニール・サイモンに
よるラブコメディ。
真面目な新米弁護士と自由奔放な
妻という正反対の夫婦を演じるの
は、数多くの舞台で活躍する加藤
和樹とTVでも活躍中の高田夏帆。
そして個性的なアパートの住人た
ちを松尾貴史と本間ひとし、妻の
母を戸田恵子といった実力派キャ
ストが務めるのも注目です。

世界的名作コメディが個性豊かなキャストで蘇る！

舞台「裸足で散歩」
14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

今年2月にデビュー25周年を迎え
たアーティスト・スガ シカオが、記念
ツアーを開催。セットリストは「大感
謝祭」の名にふさわしい新旧の人気
曲から、ライブ定番曲やカバー曲、
そして予想外の曲まで、自身が選
び抜いたベストソングを披露予定。
マニアの方も初めての方も、絶対的
に楽しめる「神セトリ」です！

感謝と決意とFUNKを
伝える記念ライブ！

18：00開演／［本館］関西医大 大ホール

【作】ニール・サイモン
【翻訳】福田響志
【演出】元吉庸泰
【出演】加藤和樹、高田夏帆、
本間ひとし、松尾貴史、戸田恵子
　 A席：6,500円、B席：4,500円
※未就学児入場不可

～アキラさんからのおくりもの～
宮川彬良＆アンサンブル・ベガ

14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

2025年の大阪・関西万博を見据え、世界中から
関西に集まる人々に日本の魅力を発信すべく、和
の文化の学び舎として枚方蔦屋書店と共催で実
施。この機会に日本の文化の素晴らしさを学んで
みませんか？

●お問い合わせ：
　枚方 蔦屋書店（072-844-9000）
　※要事前予約。
　詳しくは右記ホームページでご確認ください。

◎冬には「きもの」をテーマにしたイベントなどを
　予定しています！

●会場 ：［本館］ひらしんイベントホール
●定員 ：各回100名【要事前申し込み】
　◎12月上旬より「おけいはん.ねっと」で申込開始
●参加費 ：無料
●お問い合わせ：
　京阪ホールディングス
　京阪沿線ぶらり芸術（アート）めぐり係
　（06-6944-2542／9：30～12：00、13：00～17：00 土日祝休）

©T.tairadate

枚方出身の桂南天や、テレビでも
おなじみのメンバーによる円熟の
話芸で、お腹の底から笑いましょ
う！ 演目は当日のお楽しみ。

上方落語を牽引する、豪華な顔ぶれが枚方に登場！

14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

【出演】桂弥っこ、桂そうば、桂南天、
桂米團治、桂ざこば、桂南光
　 3,500円
　　　　　10/8（土）
　　　　　10/19（水）
会員先行

一般発売

【原脚本】黒澤明、小国英雄、
橋本忍、菊島隆三
【脚本】齋藤雅文
【上演台本】齋藤雅文、赤堀雅秋
【演出】赤堀雅秋
【出演】早乙女太一、倉科カナ ほか
※未就学児入場不可　
　　　　　12/10（土）
　　　　　12/21（水）
会員先行
一般発売

とにかく脚本が最高！ 出演者も魅了されたという、この脚本。最初の数ペー
ジで思わずクスッと笑い、最後は胸がキュンとなる。共に暮らす中で“結婚”
とは何かを学び、成長していく若い夫婦を見守る母や周りの人々の絶妙な
やり取りも必見です。

POINT

2021年5月に放送されたスガ シカオさんのラジ
オ番組で、「新しい枚方市総合文化芸術セン
ターに歌いに来て欲しいです」というリスナーか
らのメッセージに対し、「分かりました」と答えて
くれたスガ シカオさんに、枚方からラブコールを
送ったところ、ライブが実現！
これを見逃す手はない！

TOPICS

黒澤監督の映画を踏襲
するのではなく、“若さゆ
えの何か”を自分の中の
視点として、生々しい人
間像を描けたらと思っ
ています。

Special

赤堀雅秋コメント

Japanese culture
salon for EXPO

アートを切り口に、京阪ホールディングスと共催で
実施する京阪沿線のスポットをめぐるガイドウオー
クや、専門家による講座などを開催。

京阪沿線

ぶらり芸術（アート）めぐり

9
18 日

小堀宗翔 アスリート茶会
（×パナソニックパンサーズ）
［本館］ひらしんイベントホール

9
19月・祝

森下典子トーク＆サイン会
「生き方」と茶の「道」が重なる瞬間
［別館］大会議室

3
11 土

VOL.6
「京都市京セラ美術館連携（仮）」
13：00～15：00
［講師］京都市京セラ美術館
学芸アドバイザー 中谷至宏氏（成安造形大学教授）

3
19 日

VOL.7
「江戸時代の名所図絵に見る京阪沿線の観光名所」
13：00～15：00
［講師］内海寧子氏（神戸学院大学非常勤講師、
羽衣国際大学非常勤講師）

日本映画界のレジェンド黒澤監督が
1957年に発表した、シェイクスピアの
「マクベス」の舞台を日本の戦国時代に
置き換えた同名映画を舞台化。人間の
機微を丁寧に紡ぎ、数々の演劇賞を受
賞する異才・赤堀雅秋が、新たな視点で
本作に挑みます。

巨匠・黒澤明の傑作映画を
新たな視点で描く

KAAT神奈川芸術劇場
プロデュース
蜘蛛巣城

開演時間未定／［本館］関西医大 大ホール

ひらかた落語特選シリーズ
桂米朝一門会

2022年
度

枚方市総合文化芸術センター

子ども向け音楽番組等で大活躍の作曲家・宮川
彬良と、彼が絶大な信頼を置く8名の小さなオーケス
トラ「アンサンブル・ベガ」による、音楽の楽しさが
ギュッとつまったコンサート。アキラさんの軽妙な
トークと、珠玉のアレンジによる名曲の数々は、親子
で楽しめること間違いなしです！

「クインテット」の“アキラさん”と
仲間たちが枚方にやってくる！

　 大人（中学生以上）：2,500円、
　 子ども（5歳～小学生）：1,000円
　 ※5歳未満の入場、ひざ上での鑑賞不可
　　　　　9/10(土)　　　   9/21(水)会員先行 一般発売

スガ シカオ25周年ツアー 大感謝祭2022

日本クラシックギター界の巨匠・荘村清志と福田進一、今や
実力と人気を兼ね備え、次世代の旗手となった鈴木大介
と大萩康司による、ギター・デュオに特化したスペシャル
コンサート。
4人の名手がDUOで奏でる6通りのアンサンブル。組合せ
の妙や、各アンサンブルの特徴を存分にお楽しみいただけ
るプログラムで、至極のひとときをお届けします。

4人の名手がDUO（デュオ）で奏でる
唯一無二のアンサンブル

10
5 水

12
18日

11
6 日

  2023年

2
18 土

  2023年

3
21火・祝

  2023年

3 25
26

土
日

♪すみれの花咲く部屋：F.デーレ／宮川彬良
♪『威風堂 ！々』：エルガー
♪ユーモレスク：ドヴォルザーク
《音符の国のツアー》
～楽譜からの手紙『よい大人になるための音楽入門』
♪組曲『白雪姫』（全4楽章）： F.チャーチル　ほか

PROGRAM

数々のテレビ番組でも活躍中の俳句の先生・
夏井いつきが、「あなただけの一句」が作れる
コツを伝授します。「俳句には興味があるけれ
ど作ったことがない…」という方は、夏井先生
の軽快なトークを聞くだけでもOK！気軽に
会場へ足をお運びください。

人気テレビ番組でおなじみ
俳句の先生が枚方に

夏井いつき 句会ライブ
14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

　 2,500円　※未就学児入場不可
　　　　　9/10（土） 　　　   9/21（水）会員先行 一般発売

  2023年

1
21 土

ひらかたパークとクリエイティブカンパニー・
NAKED、そして枚方市がコラボするフラ
ワーアートイベント
　 小学生以上500円（未就学児無料） 予定

日本将棋連盟会長の佐藤康光九段をはじめ、枚
方ゆかりのプロ棋士を講師に迎え、入門教室や
指導対局等を実施。佐藤九段との夢の対局も

北河内の高等学校美術部の生徒の作品が
集まります

みんなの音楽会
鵜木絵里＆中川賢一
コンサート

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

公演が目白押し！
秋以降も魅力的な

　 8,000円
　　　　　9/3(土)～9/9(金)　※抽選
　 　　　   9/17(土)
会員先行

一般発売
【出演】荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司（以上ギター）
　 3,500円 　　　　　　11/12(土) 　　　   11/23(水・祝)会員先行 一般発売

第25回 ひらかた工芸展（共催）
陶芸や七宝、木工など、枚方工芸会会員と市
民公募による作品を展示

アートスプラウトシリーズ
パフォーミングアーツVol.8
Grazioso（グラツィオーソ）ピアノで時間旅行
～ソロ・連弾・2台
―古典音楽から近現代音楽を楽しむ―

15 木

　 500円
　　　　　9/10(土)
　　　　　9/21(水)一般発売
会員先行

小 クラシック

関西医大 大ホール大 関西医大 小ホール小

ひらしんイベントホールイ

創作活動室創
ひらしん美術ギャラリーギ

施設前広場広

チケット料金 チケット発売日

※ラインナップは変更される場合があります。※一般発売日の翌日からは
窓口でもチケットを購入いただけます。
※高校生以下の学生席と車イス席はチケットデスク・窓口のみで販売し
ます。学生席は、購入時・入場時に学生証のご提示をお願いします。

裏面で
詳しく！

14：00開演／［本館］関西医大 小ホール
DUO×DUO

©Takanori Ishii

©御厨慎一郎

（KAAT神奈川芸術劇場2022年度ラインアップ発表会より）

チケット好評発売中！

NHK
「みいつけた！」（共催）
公開収録

　 2,000円
　　　　　11/12(土)
　　　　　11/23(水・祝)
会員先行
一般発売

裏面で
詳しく！

創
イ
小

大

28 土

クラシック

気軽にクラシック！
ワンコインコンサート Vol.4
　 500円
　　　　　11/12(土)
　　　　　11/23(水・祝)
会員先行
一般発売
会員先行

NEW

子供文化芸術
活動支援事業



子供文化芸術
活動支援事業

子供文化芸術
活動支援事業

連
携

地域

昨年８月、構想から20年以上を経て誕生した「枚方市総合
文化芸術センター」。開館から一年、音楽や演劇、美術など、
数多くの公演やイベントを開催してまいりました。
二年目を迎えた2022年度も、充実のラインナップで皆さ
まに心揺さぶる公演をお届けいたします。

美術ギ

枚方の美術家展～15 水

20 月

2月

小 クラシック

21 火・祝

舞台「裸足で散歩」
大

美術

9月 21 水

26 月

～

5 水10月
演劇

23 枚方ジャズフェスタ
with ブルーノート東京

ジャズ大

金・祝

10 ひらかた落語特選シリーズ
菊満開寄席
若手から名人まで落語界を彩る噺家が勢ぞ
ろい！「菊×聴く」で笑顔も心も満開に
【出演】月亭希遊、桂二葉、笑福亭銀瓶、
桂春若、桂文之助、笑福亭仁智
　 3,500円落語小

日生劇場ファミリーフェスティヴァル 2022
NHKみんなのうたミュージカル
「リトル・ゾンビガール」

8 土

　 A席：5,000円
B席：3,000円
子ども（中学生以下）：
2,000円ミュージカル

親子

大

15 土

月・祝

ラン・ラン ピアノリサイタル

大

26 土

18 日

クラシック

佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ
《ブラスの祭典2022》

19 土

クラシック

　 A席：5,500円、B席：4,500円、C席：3,500円

大

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
～アキラさんからのおくりもの～

大 クラシック

親子

12月

美術

第2回 枚方市展
～6 金

11 水

小

14 土

邦楽

本條秀慈郎 三味線リサイタル

大

23 木・祝

映画

映画上映会
「HOKUSAI」（予定）

大 クラシック

【指揮】沼尻竜典
【出演】宮本益光・与那城敬・近藤圭・加耒徹
（以上バリトン）
　 A席：3,500円、B席：1,000円
                   10/8(土)
　　　　　10/19(水)
会員先行
一般発売
会員先行

大阪フィルハーモニー交響楽団
バレンタインコンサート with ハンサム四兄弟4 土

26 日

25 土

演劇大

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース
「蜘蛛巣城」

SHISHAMO ワンマンツアー2022秋
「NICE TO MEET YOUr town!!! 
～10年目の初上陸～」

大

　 5,500円

ポップス

THE ALFEE 2022（共催） 
Autumn Tour Genesis of New World 
秋の天地創造

27 木

ポップス

　 7,700円
　　　　　
　 8/22(月)～9/4(日)　　　  
                   
　 9/17(土)

会員先行

一般発売
大

30 日

イベント

親子

大

小

23 日

映画

映画上映会　
「パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト 」
　 1,000円

11月

2月

18 土

大 落語

ひらかた落語特選シリーズ
桂米朝一門会

スガ シカオ
25周年ツアー 大感謝祭2022

大 ポップス

小

生誕240年
ニコロ・パガニーニの世界
～ヴァイオリン・ギター・歌による～

土

クラシック

5 土

日6

11月

OSK日本歌劇団創立100周年記念公演
「The Diamond Quality」（共催）17 木

　 5,000円　※子ども無料席あり（先着順）
　　　　　9/27（火）

小

イベント

小

加藤昌則プロデュース Just 2 Hours!
120分で知る名曲コンサート Vol.2
～加藤昌則のタイプ別作曲家大解剖！～

13 日

　 2,000円

イ

ひらパー×NAKED×枚方市
「新・菊人形展」（共催）18 金

土12月３日

～

クラシック

1月
2023年

小

加藤昌則プロデュース Just 2 Hours!
120分で知る名曲コンサート Vol.3
～バイヤー加藤のクリスマスプレゼント～

3 土

クラシック 　 2,000円

「Digital×浮世絵」展（仮）
20億画素の超高精細三次元デジタル画像により忠実
に再現された所蔵元認定のマスターレプリカや、大判
パネルなどで浮世絵の名作をお楽しみいただけます
　 500円 予定美術ギ

ギ

ギ

　 一般：4,000円、高校生以下：1,000円

　 2,000円小

加藤昌則プロデュース Just 2 Hours!
120分で知る名曲コンサート Vol.1
～すぐにでも話したくなる名曲裏話集～

16 日

クラシック

ひらかた将棋イベント（共催） 10 土

イベント

枚方市民メサイア公演2022
15周年記念公演（共催）

土17
クラシック大

美術

北河内高等学校
合同美術・工芸展（共催）

14 水

19 月

～

ギ

18
クラシック

水

大

MUSIC SHARING presents
五嶋みどり ヴァイオリンリサイタル
　 Ａ席：5,000円、、Ｂ席：4,000円
　　　　　10/8(土)
　　　　　10/19(水)
会員先行
一般発売

21
イベント

土

大
夏井いつき 句会ライブ　

DUO×DUO

枚方にゆかりのある美術家の作品が一堂に
会する展覧会を今年も開催

完売

22 水

26 日

～

枚方歴史物語

「火怨の蝦夷 阿弖流為」（共催）12 日

11 土

演劇小

大 クラシック

4 土 枚方シティオペラ

か     えん え    みし あ 　 て 　 る 　 い

18 金

演劇

一般発売

アートスプラウトシリーズ
パフォーミングアーツVol.7
天勝悠太 ピアノリサイタル
～ピアニストが魅せる！
晩秋を彩る美しきクラシックの名曲

25 金

　 500円
　　　　　9/10(土)
　　　　　9/21(水)
会員先行
一般発売
会員先行

小 クラシック
イベント広

イ
大

Ｈ-Arts（ハーツ）フェスタ（予定）
センターの様々な場所でアートを体験でき
るイベント。どなたでも楽しめるので、ぜひ
ご参加ください

11 土・祝

クラシック

11 土・祝

小

1月

裏面で
詳しく！

3月

1967年に映画化もされた同作は、
ニューヨークのアパートに暮らす新
婚夫婦と変わり者の住民たちが繰
り広げる劇作家ニール・サイモンに
よるラブコメディ。
真面目な新米弁護士と自由奔放な
妻という正反対の夫婦を演じるの
は、数多くの舞台で活躍する加藤
和樹とTVでも活躍中の高田夏帆。
そして個性的なアパートの住人た
ちを松尾貴史と本間ひとし、妻の
母を戸田恵子といった実力派キャ
ストが務めるのも注目です。

世界的名作コメディが個性豊かなキャストで蘇る！

舞台「裸足で散歩」
14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

今年2月にデビュー25周年を迎え
たアーティスト・スガ シカオが、記念
ツアーを開催。セットリストは「大感
謝祭」の名にふさわしい新旧の人気
曲から、ライブ定番曲やカバー曲、
そして予想外の曲まで、自身が選
び抜いたベストソングを披露予定。
マニアの方も初めての方も、絶対的
に楽しめる「神セトリ」です！

感謝と決意とFUNKを
伝える記念ライブ！

18：00開演／［本館］関西医大 大ホール

【作】ニール・サイモン
【翻訳】福田響志
【演出】元吉庸泰
【出演】加藤和樹、高田夏帆、
本間ひとし、松尾貴史、戸田恵子
　 A席：6,500円、B席：4,500円
※未就学児入場不可

～アキラさんからのおくりもの～
宮川彬良＆アンサンブル・ベガ

14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

2025年の大阪・関西万博を見据え、世界中から
関西に集まる人々に日本の魅力を発信すべく、和
の文化の学び舎として枚方蔦屋書店と共催で実
施。この機会に日本の文化の素晴らしさを学んで
みませんか？

●お問い合わせ：
　枚方 蔦屋書店（072-844-9000）
　※要事前予約。
　詳しくは右記ホームページでご確認ください。

◎冬には「きもの」をテーマにしたイベントなどを
　予定しています！

●会場 ：［本館］ひらしんイベントホール
●定員 ：各回100名【要事前申し込み】
　◎12月上旬より「おけいはん.ねっと」で申込開始
●参加費 ：無料
●お問い合わせ：
　京阪ホールディングス
　京阪沿線ぶらり芸術（アート）めぐり係
　（06-6944-2542／9：30～12：00、13：00～17：00 土日祝休）

©T.tairadate

枚方出身の桂南天や、テレビでも
おなじみのメンバーによる円熟の
話芸で、お腹の底から笑いましょ
う！ 演目は当日のお楽しみ。

上方落語を牽引する、豪華な顔ぶれが枚方に登場！

14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

【出演】桂弥っこ、桂そうば、桂南天、
桂米團治、桂ざこば、桂南光
　 3,500円
　　　　　10/8（土）
　　　　　10/19（水）
会員先行

一般発売

【原脚本】黒澤明、小国英雄、
橋本忍、菊島隆三
【脚本】齋藤雅文
【上演台本】齋藤雅文、赤堀雅秋
【演出】赤堀雅秋
【出演】早乙女太一、倉科カナ ほか
※未就学児入場不可　
　　　　　12/10（土）
　　　　　12/21（水）
会員先行
一般発売

とにかく脚本が最高！ 出演者も魅了されたという、この脚本。最初の数ペー
ジで思わずクスッと笑い、最後は胸がキュンとなる。共に暮らす中で“結婚”
とは何かを学び、成長していく若い夫婦を見守る母や周りの人々の絶妙な
やり取りも必見です。

POINT

2021年5月に放送されたスガ シカオさんのラジ
オ番組で、「新しい枚方市総合文化芸術セン
ターに歌いに来て欲しいです」というリスナーか
らのメッセージに対し、「分かりました」と答えて
くれたスガ シカオさんに、枚方からラブコールを
送ったところ、ライブが実現！
これを見逃す手はない！

TOPICS

黒澤監督の映画を踏襲
するのではなく、“若さゆ
えの何か”を自分の中の
視点として、生々しい人
間像を描けたらと思っ
ています。

Special

赤堀雅秋コメント

Japanese culture
salon for EXPO

アートを切り口に、京阪ホールディングスと共催で
実施する京阪沿線のスポットをめぐるガイドウオー
クや、専門家による講座などを開催。

京阪沿線

ぶらり芸術（アート）めぐり

9
18 日

小堀宗翔 アスリート茶会
（×パナソニックパンサーズ）
［本館］ひらしんイベントホール

9
19月・祝

森下典子トーク＆サイン会
「生き方」と茶の「道」が重なる瞬間
［別館］大会議室

3
11 土

VOL.6
「京都市京セラ美術館連携（仮）」
13：00～15：00
［講師］京都市京セラ美術館
学芸アドバイザー 中谷至宏氏（成安造形大学教授）

3
19 日

VOL.7
「江戸時代の名所図絵に見る京阪沿線の観光名所」
13：00～15：00
［講師］内海寧子氏（神戸学院大学非常勤講師、
羽衣国際大学非常勤講師）

日本映画界のレジェンド黒澤監督が
1957年に発表した、シェイクスピアの
「マクベス」の舞台を日本の戦国時代に
置き換えた同名映画を舞台化。人間の
機微を丁寧に紡ぎ、数々の演劇賞を受
賞する異才・赤堀雅秋が、新たな視点で
本作に挑みます。

巨匠・黒澤明の傑作映画を
新たな視点で描く

KAAT神奈川芸術劇場
プロデュース
蜘蛛巣城

開演時間未定／［本館］関西医大 大ホール

ひらかた落語特選シリーズ
桂米朝一門会

2022年
度

枚方市総合文化芸術センター

子ども向け音楽番組等で大活躍の作曲家・宮川
彬良と、彼が絶大な信頼を置く8名の小さなオーケス
トラ「アンサンブル・ベガ」による、音楽の楽しさが
ギュッとつまったコンサート。アキラさんの軽妙な
トークと、珠玉のアレンジによる名曲の数々は、親子
で楽しめること間違いなしです！

「クインテット」の“アキラさん”と
仲間たちが枚方にやってくる！

　 大人（中学生以上）：2,500円、
　 子ども（5歳～小学生）：1,000円
　 ※5歳未満の入場、ひざ上での鑑賞不可
　　　　　9/10(土)　　　   9/21(水)会員先行 一般発売

スガ シカオ25周年ツアー 大感謝祭2022

日本クラシックギター界の巨匠・荘村清志と福田進一、今や
実力と人気を兼ね備え、次世代の旗手となった鈴木大介
と大萩康司による、ギター・デュオに特化したスペシャル
コンサート。
4人の名手がDUOで奏でる6通りのアンサンブル。組合せ
の妙や、各アンサンブルの特徴を存分にお楽しみいただけ
るプログラムで、至極のひとときをお届けします。

4人の名手がDUO（デュオ）で奏でる
唯一無二のアンサンブル

10
5 水

12
18日

11
6 日

  2023年

2
18 土

  2023年

3
21火・祝

  2023年

3 25
26

土
日

♪すみれの花咲く部屋：F.デーレ／宮川彬良
♪『威風堂 ！々』：エルガー
♪ユーモレスク：ドヴォルザーク
《音符の国のツアー》
～楽譜からの手紙『よい大人になるための音楽入門』
♪組曲『白雪姫』（全4楽章）： F.チャーチル　ほか

PROGRAM

数々のテレビ番組でも活躍中の俳句の先生・
夏井いつきが、「あなただけの一句」が作れる
コツを伝授します。「俳句には興味があるけれ
ど作ったことがない…」という方は、夏井先生
の軽快なトークを聞くだけでもOK！気軽に
会場へ足をお運びください。

人気テレビ番組でおなじみ
俳句の先生が枚方に

夏井いつき 句会ライブ
14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

　 2,500円　※未就学児入場不可
　　　　　9/10（土） 　　　   9/21（水）会員先行 一般発売

  2023年

1
21 土

ひらかたパークとクリエイティブカンパニー・
NAKED、そして枚方市がコラボするフラ
ワーアートイベント
　 小学生以上500円（未就学児無料） 予定

日本将棋連盟会長の佐藤康光九段をはじめ、枚
方ゆかりのプロ棋士を講師に迎え、入門教室や
指導対局等を実施。佐藤九段との夢の対局も

北河内の高等学校美術部の生徒の作品が
集まります

みんなの音楽会
鵜木絵里＆中川賢一
コンサート

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

上欄で
詳しく！

公演が目白押し！
秋以降も魅力的な

　 8,000円
　　　　　9/3(土)～9/9(金)　※抽選
　 　　　   9/17(土)
会員先行

一般発売
【出演】荘村清志、福田進一、鈴木大介、大萩康司（以上ギター）
　 3,500円 　　　　　　11/12(土) 　　　   11/23(水・祝)会員先行 一般発売

第25回 ひらかた工芸展（共催）
陶芸や七宝、木工など、枚方工芸会会員と市
民公募による作品を展示

アートスプラウトシリーズ
パフォーミングアーツVol.8
Grazioso（グラツィオーソ）ピアノで時間旅行
～ソロ・連弾・2台
―古典音楽から近現代音楽を楽しむ―

15 木

　 500円
　　　　　9/10(土)
　　　　　9/21(水)一般発売
会員先行

小 クラシック

関西医大 大ホール大 関西医大 小ホール小

ひらしんイベントホールイ

創作活動室創
ひらしん美術ギャラリーギ

施設前広場広

チケット料金 チケット発売日

※ラインナップは変更される場合があります。※一般発売日の翌日からは
窓口でもチケットを購入いただけます。
※高校生以下の学生席と車イス席はチケットデスク・窓口のみで販売し
ます。学生席は、購入時・入場時に学生証のご提示をお願いします。

裏面で
詳しく！

14：00開演／［本館］関西医大 小ホール
DUO×DUO

©Takanori Ishii

©御厨慎一郎

（KAAT神奈川芸術劇場2022年度ラインアップ発表会より）

チケット好評発売中！

NHK
「みいつけた！」（共催）
公開収録

　 2,000円
　　　　　11/12(土)
　　　　　11/23(水・祝)
会員先行
一般発売

裏面で
詳しく！

創
イ
小

大

28 土

クラシック

気軽にクラシック！
ワンコインコンサート Vol.4
　 500円
　　　　　11/12(土)
　　　　　11/23(水・祝)
会員先行
一般発売
会員先行

NEW

子供文化芸術
活動支援事業



※本紙に記載のデータは2022年8月現在のものです。
　最新の情報はWEBをご覧ください。
※都合により、内容が変更になる場合がございます。

枚方市総合文化芸術センター指定管理者
アートシティひらかた共同事業体

H-Arts vol.06 2022年9月発行

☎072-845-4910（本館）
   072-845-4912（本館）
（休館日・年末年始を除く）

枚方市総合文化芸術センター
●お問い合わせ

発行元

Twitterでも施設紹介や
公演情報などを発信中！
＠hirakata_arts

※予約後のチケットの変更・取り消し、購入後のチ
ケットの変更・払い戻しはお受けいたしかねます。
※予約有効期日までにお支払い頂けない場合は、予
約取り消しとなります。
※一部取り扱いの無い公演がございます。

チケットは、以下のいずれかの方法でご
予約・ご購入いただけます。

[ 本 館 ]〒573-1191枚方市新町2丁目1番60号
[ 別 館 ]〒573-1191枚方市新町2丁目1番5号
（旧メセナひらかた会館）

ラポール枚方前

ラポール
ひらかた

至出町
柳→

京阪本
線

←至淀屋橋

府道京都守口線 天
野
川関西医大病院前

関西医科
大学

別館

関西医科大学
附属病院

N

枚方市駅枚方市駅

枚方T-SITE

枚方市役所枚方市役所

枚方市総合文化
芸術センター本館

※発券手数料（110円/1枚）および決済手数料
（165円/件）が必要です（各種手数料については、
公演によって異なる場合があります）。 

WEBで予約・購入

①枚方市総合文化芸術センター
　オンラインチケットからお申込み
https://hirakata-arts.jp/ticket/
※24時間受付（システムメンテナンス時除く）
※発売初日は10:00より受付開始

引取り場所 支払い方法

セブン-イレブン

枚方市総合文化芸術
センター1F総合受付

オンライン決済
店頭支払い

オンライン決済

窓口支払い

②チケットお引取り・お支払い方法を選択

一般発売会員先行

①枚方市総合文化芸術センター
　チケットデスクに電話

☎0570-008-310

※発券手数料（110円/1枚）および決済手数料
（165円/件）が必要です（各種手数料については、
公演によって異なる場合があります）。 

お電話で予約・購入

（10：00～17：00、休館日・年末年始を除く）

②セブン-イレブン※または窓口で引取り、支払い

一般発売会員先行

※前売日で売り切れの場合、販売はございません。
※キャッシュレス決済または現金がご利用いただけます。

（10:00～20:00、休館日・年末年始を除く）

枚方市総合文化芸術センター 
本館1F総合受付

本館窓口で購入
※一般発売開始日の翌日から販売。

チケット購入方法

チケット先行予約ができる！
入会金・年会費無料！

人気チケットをいち早く！
公演チケットの先行予約 

特典

1
会員だけのスペシャル企画！
会員限定イベントの開催

特典

3
最新の公演情報をGet! 
メールマガジンの配信 

特典

2

会員登録はこちらから

登録専用ホームページ
にアクセスしてください。

枚方市総合文化芸術センター本館
1F窓口で受付ます。（10：00～20：00）

登録方法①

登録方法②

  枚方市総合文化芸術センター

 「CLUB H-Arts」会員募集中！
主催・共催公演のチケットを便利にお求めいただけます。

ク ラ ブ  ハ ー ツ

※一部公演を除く。

Pick Up Stage

 “クラシック音楽の惑星で最もホットなアーティスト（ニューヨークタイ
ムズ紙）”とも称される世界を代表する天才ピアニスト、ラン・ラン。
ウィーン･フィルやベルリン･フィルといった超一流オーケストラと何度
も共演、2006年のFIFAワールドカップ開会式、2008年の北京オリン
ピック、グラミー賞におけるメタリカやファレル・ウィリアムスとのコラボ
レーション（2014・15年）といった、数々のビッグイベントでも演奏を
披露するなど、世界中を魅了してきた彼が、枚方の地にやってきます。
華麗なテクニックによって生み出される、リサイタルをお見逃しなく！

天才ピアニスト、ラン・ランが枚方に登場！

昨年、センターのオープン
を機に開催され、市内外
から計4 0 6点の出品が
あった公募選抜美術工芸
展を今年度も開催！
満15歳以上（4月1日時
点）であれば、市内外在住
を問わずどなたでも参加
可能。多数のご応募をお
待ちしています！

本格的な音響を体感できる3つのホー
ルのほか、リハーサル室やギャラリーを
備えた本館と、会議室など本館を補完
する諸室を備えた別館。演劇やコン
サート、学校行事にサークル活動と、ご
希望の用途にあわせてご利用いただけ
ます。お気軽にご相談ください。

※その他、募集要項など詳しくはセンターまたは枚方市ホー
　ムページをご確認ください。
●お問い合わせ：枚方市総合文化芸術センター 本館（右記）

「第2回 枚方市展」作品募集！
枚方市総合文化芸術センターは
様々な使い方ができる施設です！

センター実施公演のチケットおよび半券（当日のみ
有効）を、対象店舗でご提示いただくとお得なサービ
スが受けられます。詳しくは右の二次元コードから！

お得なサービスを提供いただけるお店も募集中！
ご興味のある方はH-Arts担当（☎072-845-4910）まで。

知っていますか？ 鑑賞チケットサービス

10月1日（土）～11月20日（日）必着

Information

出品参加費

出品点数

募集部門

募集期間

日本画、洋画・版画、工芸、彫塑・立体、書、写真

1人1部門につき1点

1点1,000円　※作品搬入時に持参

©Harald Hoffmann 11
26 土

POINT!
映画「のだめカンタービレ 最終楽章」で、主人公・のだめの演奏を吹き替
えていたのが、実は彼。のだめファンの方もこの機会にぜひ！

　 A席：9,000円、B席：6,000円
※未就学児入場不可
　　　　　9/10(土)　　　   9/21(水)会員先行 一般発売

【出演】鈴木大介（ギター）、辻彩奈（ヴァイオリン）、藤木大地（カウンターテナー）
　 3,000円　※未就学児入場不可

ラン・ラン ピアノリサイタル
14：00開演／［本館］関西医大 大ホール

＜ニコロ・パガニーニ＞
♪チェントーネ・ディ・ソナタ op.64より（Vn,Gt）
♪24のカプリース op.1,MS25より（Vn）
♪カンタービレ ニ長調 op.17,MS109（Vn,Gt）
♪グランド・ソナタ イ長調 op.39,MS3より第1楽章（Gt）
＜モーツァルト＞
♪夕べの想い K.523(Ct,Gt)

PROGRAM

※ギター＝Gt、ヴァイオリン＝Vn、カウンターテナー＝Ct
※曲目は変更になる可能性があります。

©Naoya Ikegami ©Makoto Kamiya ©hiromasa

利用イメージ（上）第39回北
河内ブロック高等学校美
術・工芸展、（下）GIGAフェ
ス～ミライのマナビ～

1800年代、超絶技巧と音色で人々を魅了し「悪魔」と呼ばれたニコロ・
パガニーニ。その艶やかな音色と表現で各方面から高い評価を受ける
ヴァイオリニストの辻彩奈、バロックからコンテンポラリーまで幅広いレ
パートリーで活躍するカウンターテナーの藤木大地を迎え、パガニーニ
の楽曲を知り尽くすギタリスト・鈴木大介が生み出すオリジナル企画を
お聞き逃しなく。

生誕240年を迎えるパガニーニに光を当て
名曲から知られざる名曲まで網羅

生誕240年 ニコロ・パガニーニの世界11
5 土 ～ヴァイオリン・ギター・歌による～

14：00開演／［本館］関西医大 小ホール
チケット好評発売中！

施設利用 利用の流れ施設概要

子供文化芸術
活動支援事業

枚方市総合文化芸術センター情報紙

総 合 文 化 芸 術 センター でひらこう、新 たな 世 界 のトビラ
H-Arts（ハーツ）とは
Hirakataの「H」とArt（文化芸術）
をつなげて、枚方×アートが生み出
す豊かなココロを表現しました。

v o l .

2022.9

06

THE ALFEE

SHISHAMOSUGA SHIKAO

Feature
秋以降も魅力的な公演が目白押し！
いよいよポップス事業始動！

HIRAKATA  PERFORMING
&  VISUAL  ARTS  CENTER
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