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19（金）〜21（日）

23（火）
・24
（水）

古典 ムムム！
！文楽シリーズ 中之島文楽
■

他 第10回記念サンセットファミリーコン
■

劇 猿の衛星/さるの衛星
■

劇 StarMachineProject
■

第1部は
「文楽ってナンダ? お
もしろ文楽のススメ」
と題し、
5・6日は桂吉坊、7日は八木
早希が文楽ビギナーのゲスト
を迎えてのトークショー。
第2部
は、夫婦の愛をストレートに描
き、屈指の義太夫節の名曲
が聴ける
「壺坂観音霊験記
沢市内より山の段」
を上演。
初心者でも気軽に楽しめる。
大阪市中央公会堂 大集会室
（中之島）
/
5（金）19:00〜21:00、6（土）
・7（日）13:30〜
15:30/¥2000、
小・中¥1000/
☎0570-200-888

5（金）〜8（月祝）
劇 O次郎
「タマリ」
■

スタジオの横にある控室「タ
マリ」。年末のテレビ局。1時
間後には大型生特番。
タマリ
にはそれを待つ人々…。落ち
目の演歌歌手。
エロいギャグ
ばかり言う司会者。冴えない
ディレクター。冴えてるAD。元
名子役。
そんな人々がタマリ
を舞台に起こす愛と希望と奇
跡の物語。
ABCホール（福島1-1-30）/5（金）19:00、6
（土）
・7（日）① 1 3 : 0 0 ② 1 7 : 0 0 、8（ 月 祝 ）
13:00/¥4300/☎06-6451-6573（ABC
ホール）

5（金）〜8（月祝）
劇 平成30年度
（第73回）
文化庁芸術祭
■

参加公演 The Stone Age ヘンドリ
ックス第9回公演
「お前とお前は帰って
よし」
「チンしてシワシワに縮んだハ
ンバーガー。
これが父にしても
らったことです」。臨床心理士
の荒木優子はバツイチの40
才。夏休みを利用し、娘を連
れて金剛山の麓にある元同
僚が経営するペンションへ。
引きこもりの元同僚の次女
に内観療法を施して…。
「親
子とは何か?」
を問う、近くて
遠い、蒸し暑いある夏の愛と笑いの物語。7（日）
17:00終演後アフターイベントあり。
TORII HALL
（千日前1-7-11上方ビル4F）
/
5（金）19:30、6（土）①16:00②19:30、7
（日）①13:00②17:00、8（月祝）①12:00②
16:00/¥3300ほか/☎06-6211-2506

5（金）〜8（月祝）
劇 Micro To Macro#12
「ワンダー三
■

日月リバー 〜46億年の奇蹟の話〜」
演劇と音楽の「生・LIVE感」
を最大限に活かすバンドの生
演奏を取り入れた作品づくり
が特徴のMicro To Macro。
作・演出の石井テル子が手
がけるオリジナル楽曲の演奏
とともに、
役者体内から湧き出
るあらゆるものをブッ放す
「魂
の作品」
をお届け。今 作は
2014年にカフェ公演として上
演した作品をボリュームアップさせた再演作。應典院
舞台芸術祭Space×Drama×Next2018参加公演。
浄土宗應典院 本堂（谷町九丁目駅）
/
5（金）19:30、6日
（土）①15:00②19:00、7
（日）①13:00②17:00、8（月祝）①12:00②
16:00/¥3800/☎080-5360-2310
（Micro To Macro）

6（土）
他 せんば鎮守の杜芸術祭・音楽祭2018
■

サート 海辺のオペラ
〜
『フィガロの結婚』ハイライト〜
コミカルなタッチで様々
な人間模様を描くモーツ
ァルトの名作「フィガロの
結婚」
を、
ナレーション解
説付きでハイライト上演。
相愛大学音楽学部の教
員と大学院生・学部生
による質の高い公演を
別公演の様子
観覧無料で気軽に楽し
め、海辺の街、南港の魅力も存分に感じられる、国内
では珍しい野外オペラ。
大阪南港ATC海辺のステージ/16:00〜17:30
（雨天中止）/観覧無料/☎06-6612-5902（相
愛大学地域連携センター）
・☎06-6615-5230
（大阪南港ATC）

7（日）
古典 能とノイズム
■

〜能の身体文化と現代舞踊の身体性が拓く可能性〜

能とノイズムのそれぞれのショートパフォーマンスを見
比べ、現代における身体文化の表現の可能性につ
いて、能と現代舞踊が出会い、
お互いの差異を確認
し、
それぞれの観点から身体の可能性について考え、
問題提起する。
山本能楽堂（徳井町1-3-6/谷町四丁目駅）
/
14:00〜16:00/¥2500/☎06-6943-9454

12（金）
音 s-ken&hot bomboms
■

「アクロバットツアー東京大阪 2018」
〜ソロアルバム、回想録、
プロデュース作品
集、
写真展、
そしてまたアクロバット！
！〜
80年代東京のクラブ
シーンを席巻した伝説
のバンド
「s-ken&hot
bomboms」のライブ
ツアー。生きる伝説、
齢71歳で現役プロ
デューサー&ミュージ
シャンのs-kenをはじめ、
メンバーも未だ現役で活躍
する巨匠揃い。
桁外れのグルーヴに注目！
フラミンゴ・ジ・アルーシャ
（浪花区桜川1-7-27）
/
19:30/椅子席¥5500・立見¥4500/
☎06-6357-4400
（サウンドクリエーター）

12（金）〜14（日）
劇 ステージタイガー第9回本公演
■

「アフターバーン！
！」
虎本剛による駅伝構造の演
出、厳しいオーディションを勝
ち抜いたキャスト達、主人公
の「おっさん」
とその仲間たち
がとにかく走る、
おっさんずラ
ン！
と見どころたっぷり。
観劇初
心者にもおススメ、共感出来
るアツい演劇。
應典院舞台芸
術祭Space×Drama×Next
2018参加公演。
浄土宗應典院 本堂（谷町九丁目駅）
/
12
（金）
19:30、
13日
（土）
①11:30②15:30③
19:30、
14
（日）
①12:00②16:00/¥4000/
☎080-3781-1042
（ステージタイガー）

旗揚げから40年以上が経ち、
劇団員の年齢層が非常に
幅広い㐧2劇場による2本
立ての短編オムニバス芝居。
「年寄りチーム」
による
『猿の
衛星』
と
「若者チーム」
による
『さるの衛星』
という同じタイト
ルで全く違う作品を上演する。
STAGE+PLUS（阿倍野
区松崎町2-3-5）/19（金）
20:00、20（土）①15:00②19:00、21（日）
①11:00②15:00/¥2300/
☎090-3429-3212
（㐧2劇場）

20（土）
音 にしなりクラシック〜北欧の調べ〜
■

日本を代表するオーケストラのひとつである大阪フィ
ルハーモニー交響楽団と、同団音楽監督である尾
高忠明が得意とする北欧音楽をお届け。
オーケスト
ラの演奏を気軽に楽しめるコンサート。
大阪フィルハーモニー会館
（西成区岸里1-1-44）
/
15:00/¥2000
（高校生以下¥1000）
/
☎06-6656-4890（大阪フィル・チケットセン
ター、
平日10:00〜18:00・土曜は〜13:00）
※未就学児入場不可

21（日）
音 日本テレマン協会創立55周年音楽祭
■

日本テレマン協会創立55周
年記念公演の目玉となる
「テ
レマン55周年音楽祭」
は、大
阪市中央公会堂全館貸切
で行われ、78人のリコーダー
オーケストラほか、
メイン公演
にハイドン:オラトリオ
「四季」
など、各部屋で様々な催しが
開催される。
大 阪 市 中 央 公 会 堂（ 中 之
島）/公演により開演時間が異なる（13:00、
1 4 : 1 5 、1 6 : 0 0 ）/ 各 ¥ 1 0 0 0 、メイン公 演
¥5000（全公演鑑賞可）/☎06-6345-1046
（日本テレマン協会、
平日10:00〜18:00）

21（日）
劇 こども劇場 人形劇
「うみぼうやとう
■

みぼうず」
「まねまねパピプ♪」
うみぼうずの息子・うみぼうやは
遊ぶのが大好き。
ある日、入道
雲の上に登って降りられなくなっ
てしまい…。
うみぼうやを助ける
ため、父さんのうみぼうずと海の
仲間たちが大奮闘する、
冒険と
共生の物語。
マネっこが楽しい
仲良し兄弟のお話との2本立て。
大阪市立こども文化センター
（西九条 クレオ大阪西内）/14:00〜15:00/
¥1000、
子ども
（3歳〜中学生）¥500※要予約、
当日支払/☎06-6460-7800

映像投影パフォーマンス scene1
「Heimatーハイマートー」
映像作家としても活動する俳
優・赤星マサノリによる、人間
と映像のシンクロニシティ。光
と影を1つにした、
ノスタルジッ
クでリズミカルな映像投影パ
フォーマンス。舞台に参加し
ているような気持ちになれる
空間演出を堪能しよう。
HEP HALL
（角田町5-15
HEP FIVE8階）/23(火）
19:30、
24
（水）
①16:00②19:30/¥3500/
［問］star.machine2018@gmail.com

23（火）〜25（木）
劇 Small Town,Big City
■

〜大阪でひろった4つの小石〜
後藤ひろひと
（Piper）、岡部
尚子
（空晴）
、
村角太洋
（THE
ROB CARLTON）、
わかぎゑ
ふ（玉造小劇店）。関西で活
躍する4人の劇作家が大阪
を舞台としたオムニバス短編
人情コメディを書きおろす！
大阪の「東西南北」の土地
にちなんだ個性豊かな物語。
ABCホール（福島1-1-30）/
23（火）19:00、24（水）①15:00②19:00、
25
（木）
19:00/¥4000/☎0570-550-100

30（火）
音 The Symphony Hall Big Band
■

〜Music Director 菊池寿人〜 Vol.12
ザ・シンフォニーホール初登場
のスペシャルゲストに、
サクソフ
ォン奏者の本田雅人を迎え、
ザ・シンフォニーホールプロデュ
ースのビッグ・バンドと初共演！
演目は本田雅人のオリジナル
曲「THEME FOR B.B.S.」
「FAIR AFFECTION」
「MEGALITH」
ほか、
パワフル
で切れのあるサウンドを体感し
よう。
ザ・シンフォニーホール
（大淀南2-3-3/福島駅）
/
19:00/S¥5400、
A¥4320、
B¥3240/
☎06-6453-2333（ザ・シンフォニー チケット
センター10:00〜18:00 火曜定休）
注
※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9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
■

13（土）
・14
（日）
劇 6-dim+全国縦断ツアー
「RAINBOW
■

TOUR2018@大阪HEP HALL」
決まった台本やあらすじがな
く、
その場で
「芝居」
をしながら
「物語」
をつくる即興パフォー
マンスで人気の男6人グルー
プ・ロクディム。
「想定外の物
語」
と即興音楽のBGMに即
興照明、観客の誰かが書い
た言葉が「台詞」
となる劇場
空間だからこそできる、全編
即興120%の
「即興表現」
を
思う存分楽しもう。
HEP HALL
（角田町5-15 HEP FIVE8階）
/
13
（土）19:00、
14（日）
14:00/¥3800/
☎090-2217-6101
（ロクディムオフィス）

（船場deオペラ）
坐摩神社境内を舞台に、今年で13回目を迎える船
場deオペラ。昼は音楽団体・若手オペラ歌手による
音楽祭、夜の芸術祭はオペラ&バレエのかがり火コ
ンサート
『ドン・ジョヴァンニ』
を上演。音楽鑑賞ととも
にマルシェも楽しめる。
坐摩神社
（本町）
/音楽祭12:30〜16:30、
芸術祭
18:00〜20:30/音楽祭無料、
芸術祭¥4000/
☎06-6251-4792
（坐摩神社）

13（土）
・14（日）
・20（土）
・21（日）
劇 洋館ミステリ劇場 江戸川乱歩
「令嬢消失」
■

大正10年に個人邸宅として建築された青山ビルで、
江戸川乱歩の探偵小説を再現。観客もシーン毎に
部屋を移動し、犯人探しに参加するミステリーツアー
型の演劇。実業家・山野大五郎の令嬢・三千子が
行方不明に。捜査の中で次々と明らかになる事実。
二転三転の結末に名探偵の粋が冴え渡る！イケフ
ェス大阪2018連携プログラム
青山ビル（中央区伏見町2-2-6）/
13（土）①15：00②18:30、14（日）①11:00
② 1 4 : 3 0 ③ 1 8 : 0 0 、2 0（ 土 ）① 1 4 : 3 0 ②
18:00、
21
（日）①11:00②14:30
※取消線の回はチケット完売/¥3500/
☎06-6422-3578
（G-フォレスタ）
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