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1（日）〜25（水）

15（日）

21（土）〜8/7（火）

27（金）〜30（月）

■忍者竹取物語

■JAMAICA FESTIVAL
レゲエ&キュイジーヌ大阪

■夏休み文楽特別公演

劇 志村けん一座 第13回公演
■

劇

日本の昔話「竹取物語」
を
モチーフにしたナイトエンタ
ーテインメント時代劇。忍
者が繰り出す忍術に、
オタ
ク、鬼、豪商、武者など、個
性あふれるキャラクターが
登場、次々でてくる忍者と
の殺陣が繰り広げられる。
道 頓 堀 Z A Z A（ 道 頓 堀
1-7-21 中座くいだおれ
ビル地下1階）
/①19:00
②21:00（各回約45分公演）※25（水）は①
19:00のみ/¥3000/毎週火曜休演/詳細は
https://www.ninja-night.com/

音

レゲエサウンドシステムから
心地良い音楽が流れる長
居公園の自由広場に、
注目
のレゲエ専門レコード店や、
本場ジャマイカの人気料理
ジャークチキンの名店が集
結！アートやダンス、
ジャマイ
カンフードワークショップ、
マ
ーケットブースなども。
ジャマ
イカを感じられる1日に。
長居公園 自由広場（長居
駅3番出口すぐ）/11:00〜20:00/無料/
［問］Jama̲Fes@hotmail.com

4（水）
音 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
■

ワンダフルコンサート
〜サクソフォン・ルネサンス！〜
Shionの室内楽コンサート。
「サクソフォン・ルネサンス！」
と題して、Shionサクソフォ
ン四重奏（田端直美、福田
亨、髙畑次郎、井澤裕介）
をお贈りする。
いつもとは違
う距離感で、サクソフォン・
アンサンブルの魅力を楽し
もう
！プログラムは、
乾杯
（A.
ピアソラ:作曲）、
サクソフォ
ン四重奏曲
（C.パスカル:作
曲）
、
サクソフォン四重奏曲より第1楽章
（P.グラス:作
曲）
、
ステッピング・アウトより
（D.ケックレー:作曲）
ほか。
ドルチェ・アーティスト・サロン
（茶屋町1-1共信梅
田ビル ドルチェ楽器9階）
/①14:00②19:00/
¥1500/☎0800-919-5508（Shionチケッ
トセンター フリーコー ル 土日曜 、祝日を除く
10:00〜17:30）

6（金）
・7
（土）
劇 創立45周年朗読劇団あめんぼ座
■

第95回公演 井上ひさし作
「頭痛肩こり樋口一葉」
日本初の朗読劇団あめん
ぼ座の創立45周年の節目
となる本公演は井上ひさし
の有名な戯曲「頭痛肩こり
樋口一葉」
を上演。
お盆の
16日、
貧しい樋口家に女の
幽霊がやってきて、
可笑しな
やり取りがはじまる…。夏子
（一葉）19歳から死後2年
目までの、盆の16日、幽界
（あの世）
と明界
（この世）
に
またがる会話で綴る樋口一葉像。
演出:菊川徳之助
大丸心斎橋劇場（大丸心斎橋店北館14階）/
6
（金）
15:00、
7
（土）
①11:00②15:00※線引
きの回は完売/¥3500/☎0743-52-6507
（あめんぼ座事務局 むれ）

音 星に願いを 七夕コンサート
■

音楽事業などを展開する、
東住吉区の福祉系NPO
法人なでしこ設立10周年
記念。
オペラ歌手として世
界各地で活動する傍ら、音
楽療法による精神障害者
支援を行い、第11回リリー
賞を受賞した槇野綾（ソプ
ラノ）
によるクラシック・ソプ
ラノコンサート。南木優子
（ピアノ）、根来潤子（ヴァ
イオリン）、木村正雄（チェロ）。演目は、
タイムトゥーセ
イグッバイ、
アベマリア、夢やぶれて、
メモリー、
ウエス
トサイドストーリーメドレーほか。
日本キリスト教団阿倍野教会
（阿倍野筋5-13-17）
/
14:00〜16:00/¥3000/
☎06-6691-8121
（コンサート事務局）

13（金）
古典 大槻能楽堂自主公演能
■

ナイトシアター ろうそく能
ゆらめく焔に浮かび上がる
舞台―。
ろうそくの灯で、
い
つもと違う表情を見せる三
間四方の異空間。夏の一
夜、
ちょっと特別な週末の
ひとときを。地唄舞「山姥
（やまんば）」
を山村友五郎。
幽谷の神秘を背景に、山
姥と遊女の交流を描いた
能「山姥 白頭」
を上野雄
三が演ずる。
お話:「遊女と
山姥」古井戸秀夫
大槻能楽堂（上町A-7）
/18:30/¥5900/
☎06-6761-8055

第1部は、妖怪あまんじゃく
の民話をもとにした、昭和を
代表する劇作家・木下順二
による、文楽では珍しい口
語体の作品『瓜子姫とあま
んじゃく』
のほか
『解説 文楽
ってなあに? 』
『増補大江
山』
を、第2部は
『卅三間堂
棟由来』
と、国立文楽劇場
では初上演となる
『大塔宮
曦鎧』
を、第3部は
『新版歌
祭文』
『日本振袖始』
を上演。大人も子供も楽しめる
夏の文楽公演をどうぞお楽しみに。
国立文楽劇場（日本橋）
/①11:00②14:00
③18:15※7/27、
8/4の①は貸切/
¥4700※第1部にはお得な親子料金あり/
☎0570-07-9900
（国立劇場チケットセンター）

18（水）
音 谷町☆えれくとろん
■

SUMMER PARTY in 亀
大阪在住個性派エレクトロ
ニクス音 楽 家 、石 上 加 寿
也、かつふじたまこ、New
Yakuzaが、
フランス人、台
湾人、
日本人による国際ア
コースティックトリオ
「茶三ト
リオ」
（ Vc. Sax. 二胡）
と
出会うタニマチサマーパー
ティー！
ライヴ喫茶 亀（中央区東
平2-2-10/谷町9丁目駅
7番出口徒歩1分）/19:30/¥1800/
☎090-4649-5621

20（金）
古典 伝統芸能を体験しよう
！観賞しよう！
■

参加条件は50歳
以上、毎回様々な
ジャンルの演芸に
楽しみながら触れ
る事ができる大人
のための 講 座イ
ベント。今回は、
プ
ロの狂言師・島田
洋海から狂言のさ
わりを教わる
「狂言」
の体験と、三人遣いの文楽の人
形を一人で扱う乙女文楽で活躍する桐竹繭紗也を
迎えての
「乙女文楽」
を観劇。
阿倍野市民学習センター内 講堂
（阿倍野筋3-10
-1-300 あべのベルタ3階）
/
14:00〜16:00/¥3240
（要申込）
/
☎0120-86-2615

23（月）
聞 ぶつかり恵子の会〜相撲ファンによる
■

相撲ファンのための相撲トークライブ！
筋金入りの好角家で知られる浪曲師・春野恵子が、
同じく大相撲ファンの落語作家・くまざわあかねととも
に、相撲トークライブを開催！ゲストに、大相撲大阪
場所の客席で、
カメラに映り込む姿が多数目撃され
ているタージンを迎え、大相撲七月場所を振り返る！
くまざわあかね作、大相撲七月場所を振り返るミニ浪
曲の披露もあるかも！?
ツギハギ荘
（天神橋1-8-15）/19:00/
¥1500/
［問］keiko.haruno@gmail.com

「DON'T CROSS 3BEAMS」
川下大洋の還暦を祝して
あのふざけた3人がまた集
まった！川下大洋+三上市
朗+後藤ひろひとのユニッ
トその名も
「大田王」
。97年、
99年と上演され、
そこから
15年の沈黙を破り2014
年に再結成し、今回4年ぶ
りの開催！ 俳優たちが思う
存分演技力の無駄使いを
する演劇人たちの本気の
コントを体感せよ！
ABCホール（福島1-1-30）/20（金）19:00、
21（土）①14:00②18:00、22（日）14:00、
23
（月）
19:00/¥4500/☎06-6451-6573

21（土）
笑 チョップリン単独ライブ
■

「いらなくなった栞」
7月22（日）
をもって閉館する大阪DAIHATSU
MOVE 道頓堀角座で、芸歴18年目のコント師・チョ
ップリンによる、今年2回目の単独ライブであり、当劇
場でのラスト公演となるコントライブ！真夏にちょっと
怖い、新作コントをたっぷりとお届け。
大阪DAIHATSU MOVE 道頓堀角座（道頓堀
1-4-20）/19:00/¥3000/
☎06-7898-9011

古典 十三浪曲寄席
■

「浪曲を現代に」
をテーマ
に月1回、十三で浪曲寄
席を開催。人気・実力とも
急上昇中の若手浪曲師
が隔月交代で登場。7月の
出演は真山隼人。
ゲストに
落語家の桂九雀。伝統を
探求する姿に加え、若手ら
しい感性や挑戦も見どころ。
伝統芸能鑑賞の入門とし
てもおすすめ。
淀川文化創造館シアターセブン（淀川区十三本
町1-7-27 サンポードシティ）
/14:00/
¥2500/☎06-4862-7733

古典 とくい能
「土蜘蛛」
■

28（土）
・29
（日）

主人公を演じる山本章弘の
解説付きで初心者の方も
楽しめる能公演
「とくい能」
。
今回は
『土蜘蛛』
を上演。
病
に臥せる源頼光を、侍女が
薬を持って見舞う。
その夜、
頼光の元へ怪しげな僧侶が
現れ、千筋の糸を投げかけ
て迫るがその正体は…?和
装で来場の方を対象に
「天
神祭能船」乗船券などが当
たる抽選会をご用意。
山本能楽堂（谷町四丁目）/19:00/¥4000/
☎06-6943-9454

音「真黒毛ぼっくすレコ発LIVE」
と
「靴音
■

23（月）
・24
（火）
音 三橋美智也 二十三回忌追善
■

メモリアルコンサート

20（金）〜23（月）

笑いと感動の旋風を巻き
起こす！今年もバカ殿が
帰ってくる！1幕1場
「バカ
殿様」、1幕2場「コントラ
イブ」
、
2幕1場
「志村けん
三味線独奏」、2幕2場
「一姫二太郎三かぼちゃ
ー松竹新喜劇よりー」。
出演:ダチョウ倶楽部、
桑
野信義ほか、脚本・総合
演出:ラサール石井
新歌舞伎座（上本町6-5-13）/27（金）17:30、
28（土）①12:00②17:30、29（日）13:00、
30（月）12:00/1階¥9500、2階¥5000、3
階¥3000、
特別席¥11000/
☎06-7730-2222
（10:00〜18:00）

28（土）

23（月）

劇 大田王2018
■

7（土）

古典

人間国宝・坂東玉三郎、
橋
幸夫、
水前寺清子をはじめ、
三橋美智也を尊敬するビッ
グゲストたちが、10年ぶり
の追善公演に集結！
「おん
な船頭唄」
「リンゴ村から」
「哀愁列車」
「 母恋吹雪」
「夕焼けとんび」
「古城」
「星
屑の町」
など名曲の数々を
披露するほか、昭和歌謡の
キング・三橋美智也にまつ
わる懐かしのトークもお楽しみに。
司会に宮本隆治。
新歌舞伎座（上本町6-5-13）/23（月）16:00、
24（火）①11:00②16:00/1階¥10,000、2
階¥8000、
3階¥4000、
特別席¥12000/
☎03-5563-8255
（事務局）

までメロウにvol.27」
に便乗して絵本
カフェ holo holo 10周年祭します。
7月28日に10周年を迎える、
なんばの絵本カフェholo
holoの10周年祭を、
北浜
「雲州堂」
でおこなう2days！
28（土）
には真黒毛ぼっくす・カニコーセン・冬支度
with渡瀬千尋、
藤江隆、
29
（日）
には冬支度・淺野大
志、
淺野環
（絵本読み）
・yojikとwanda・ザッハトルテ
が集結。
各日50名限定、
ご予約はおはやめに。
絵本カフェ holo holo（難波中2-7-25）/
2 8（ 土 ）1 8 : 3 0 、2 9（日）1 2 : 0 0 / 2 8（ 土 ）
¥2300+1Dri¥500、
29
（日）
¥3500+1Dri
¥500、2日間通し¥5000+1Dri¥500（1日
分1Driとブローチ付）/☎06-4396-8778

28（土）
・29
（日）
劇 第17回 人形げきフェスタinすみのえ
■

プロ・アマ劇団によ
る人形劇や、
ワーク
ショップが楽しめる
2日間。
プロ公演は、
28日くわえ・ぱぺっ
とステージ
「ふくろう
ぼうや月夜のぼうけ
ん」、2 9日人 形 劇
森のちいくまちゃん
団クラルテ「あかち
ゃん劇場COUCOU」、
「 森のちいくまちゃん」
ほか1
本。人形作りワークショップ「森のパフェっこ♪どうぶ
つをつくろう」
も開催。
大阪市立住之江会館、人形劇団クラルテアトリエ、
加賀屋新田会所跡/10:30〜15:00頃/参加バ
ッチ¥500、プロ公演とワークショップは¥別途
1000
（3歳未満は無料）/☎06-6685-5601

30（月）
26（木）〜30（月）
劇 劇団子供鉅人
「真夜中の虹」
■

2016年の初演時に大好
評を博した
「真夜中の虹」
待望の再演！ 関西の地方
都市。悪役専門俳優の苦
悩、繰り広げられるパジャマ
パーティー、愛人のホステ
スと最後の夜を迎えようと
しているサラリーマン……。
生きることに不器用な人々
が、新しい朝を迎えるまでの
一夜が、 詩的な関西弁
で語られる、
エネルギッシュな叙情詩劇。追加キャスト
による新エピソードも加わり、
よりブラッシュアップした
現代のファンタジーをお届けする。
HEP HALL（角田町5-15 HEP FIVE 8階）
/
26（木）
・27（金）19:30、
28（土）①14:00
②18:00、
29（日）
・30（月）①13:00
②17:00/¥4000/☎080-1433-5233

注

音 大阪交響楽団 0歳児からの光と映像
■

で楽しむオーケストラ Vol.12
毎回大好評の、大阪交響
楽団「0歳児からの 光と
映 像で楽しむオーケスト
ラ 」Vol.12。歌の新井宗
平お兄さんと、山本かずみ
お姉さんによる進行で、
プ
ロジェクション・マッピング
つきのパイプオルガン演奏
や、童謡唱歌を使った楽器
紹介メドレーなど、家族で
楽しめるプログラムをお届
け。開演30分前からロビーコンサートや楽器体験コ
ーナー
（コントラバス）
もあるほか、授乳室、
おむつ替
室、
ベビーカー置き場もご用意。
ザ・シンフォニーホール（福島）/①11:00②
14:00※各一時間/S¥2500（0歳〜小学生
¥1500）、A¥2000（0歳〜小学生¥1000）、
B¥1500
（小学生¥800）
/☎06-6453-2333
（ザ・シンフォニー チケットセンター）

※時間は開演時間、料金は当日券・大人料金を表記。公演内容は6月19日時点での情報です。内
容の変更、
チケット売り切れの場合もございますので、必ず事前にお問い合わせ下さい。
笑 …お笑い ■
劇 …演劇 ■
古典 …古典芸能 ■
音 …音楽 ■
他 …その他 ■
音劇 …ミュージカル
■

07

