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2（金）〜4（日）

17（土）

23（金祝）

25（日）

劇 伊藤えん魔プロデュース
■

音 大阪市中央公会堂開館100周年記念スペシャルコンサート
■

音 中井智彦コンサート
■

古典 第5回十三浪曲寄席
■

「スタンドアローン」
「 耽 美にして苛 烈 、
外 世 界にして内 宇
宙。
それは、永遠なる
孤独の戦い…。」自
分に隠された謎と仲
間との絆。絶望的な
破壊と目映いばかり
の希望。
「日蝕」
と
「月蝕」
エンディングは2種。演劇的
妄想システムを最大限に駆使し、2つの終焉を迎え
る孤独な戦士達のサイコバトル！
近鉄アート館（あべのハルカス近鉄本店ウイング
館8階）/2（金）①15:00②19:30、3（土祝）①
13:00②18:00、
4（日）
①12:00②17:00/
¥4300/☎0570-023-300

2（金）・9（金）・16（金）・23（金祝）・30（金）

「重要文化財で聴くウィーン・フィルの
室内楽〜世界最高峰の音色が100年
の歴史を美しく彩る〜」
開館100年を迎える記念す
べき日に、音楽の都ウィーン
で150年以上の歴史を刻む
名門オーケストラ
「ウィーン・
フィルハーモニー管弦楽団｣
より5人の奏者を迎え、
スペ
シャコンサートを開催。
この日
のために用意された特別プ
ログラムで、近代建築の美と
華やかなクラシック音楽との
©大阪市中央公会堂
調和を堪能しよう。
大阪市中央公会堂
（中之島）/16:00/
S¥5000、
A¥3000（公会堂地下1階事務室に
て窓口販売ほか、
プレイガイドでの販売もあり）/
☎06-6208-2002

音 三番街 Friday night Live
■

気鋭の18店舗がひしめく人気のエキ地下フードコー
ト
「UMEDA FOOD HALL」
にて、毎週金曜日に外
国人アーティストによる生ライブを開催。
出演:11/2・
16・30 スチュアートマンスフィールド、
11/9・23 レス
ダニエルズ
阪急三番街北館地下2階UMEDA FOOD
HALL（梅田）/①19:15〜19:45②20:45〜
21:15/無料
（飲食代別）
/☎06-6371-3303

3（土祝）〜25（日）
古典 11月文楽公演
■

第一部は、陰陽師安倍晴明
誕生伝説をもとに親子の恩
愛を描く
「蘆屋道満大内鑑」
と、
お半・長右衛門の心中を
扱った
「桂川連理柵」
を上演。
第二部は奈良當麻寺ゆかり
の中将姫の伝説を脚色した
「䍆山姫捨松」
と近松門左
衛 門 作の名 作「 女 殺 油 地
獄」
の上演。
国立文楽劇場（日本橋駅）
/①13:00②16:00
※14
（水）
は休演/¥6000（学生¥4200）
/
☎0570-07-9900
（国立劇場チケットセンター）

11（日）
音 イタリアのポップスターALEXIA
■

初来日公演 in 大阪
国際的に活躍するイタリアを
代表するシンガーソングライタ
ー・アレクシア。名曲「ウーラ
ララ」
は、DA PUMPがMCを
務めたTBSの番組「文舞両
道」のオープニングテーマに
も。大阪での初来日コンサー
トでは、アレクシアの輝かしく
長いキャリアの中から生まれ
た数々のヒット曲を通して、彼
女自身とその人生観を伝える。
ナレッジシアター（グランフロント大阪北館4階）
/
16:00/入場無料※要予約/
☎06-6227-8556/
info.iicosaka@esteri.it

13（火）
古典 第8回 昼下がりの講談会
■

創業100周年を迎える本町の
平岡珈琲店で、店自慢の珈琲
とドーナツを味わいながら、
日
本が誇る伝統話芸を楽しめる
平日午後の講談会。約60分
のティーブレイクのひと時に、
知的エンターテインメント講談
でリフレッシュしてみては。
平 岡 珈 琲 店（ 中 央 区 瓦 町
3-6-11）
/14:00/コーヒー、
ドーナツ付き¥1500※15席限定、
要予約/
☎090-6244-3708
（平岡珈琲店）

14（水）〜18（日）
劇 悪い芝居
「メロメロたち」
■

2016年に上演、昨年末第
24回OMS戯曲賞大賞を受
賞した悪い芝居バンド演劇の
代表作が、再演熱望の絶叫
にこたえ堂々の復活! 動画サ
イトYoutubeで、絶大な人気
を誇る19歳の大阪出身ユー
チューバー、渡邉みな
（めが
ね）
をヒロインに迎え、転落と
再生と転落のバンドサウンド
に乗せて生き放つ、前代未聞の移動しないロードム
ービー悲喜劇。
HEP HALL（角田町5-15 HEP FIVE8階）
/
14（水）
・15（木）19:00、16（金）①14:00②
19:00、17（土）①13:00②18:00、18（日）
13:00/¥4600/☎090-1441-1481（悪い
芝居）

「I Live Musical ! 4」
ミュージカル
「レ・ミゼラブル」
でデビュー。劇団四季「美女
と野獣」のビースト役、
「オペ
ラ座の怪人」
のラウル役など、
数々の主役級を務めてきた
中井智彦が贈る、
ミュージカ
ルのベストコレクション・コン
サート。
「レ・ミゼラブル」
「美
女と野 獣 」
「オペラ座の怪
人」
「マイフェアレディ」
「アス
ペクツオブラブ」
「 南太平洋」
「リトルナイトミュージッ
ク」等、珠玉のミュージカル作品から厳選ナンバーを
お届け。中井智彦の圧倒的な歌唱力と表現豊かな
パフォーマンスを堪能しよう。
THIRD STONE 福島店（福島区福島8-8-3ラ
ンドマーク福島B1-2）
/17:00/
前売¥6000、当日¥6500
（別途ドリンク代要）
/
☎06-6341-4506
（大阪ウドー音楽事務所）

21（水）
・22
（木）

24（土）

音 鼓童
「巡ーMEGURUー」
■

音 東京佼成ウインドオーケストラ
■

新 潟 県 佐 渡 島を
拠点に、太鼓を中
心とした伝統芸能
の新しい境地を切
り拓くべく世 界 各
地で活動を行って
いる太鼓芸能集団。
その舞台の中心に立ち、演奏のほか作曲やアレンジ
などでも才能を発揮してきた、弱冠26歳の住吉佑太
が初演出。太鼓への固定概念を吹き飛ばすほど、
ポ
ップで現代的！かつ全曲新曲で挑む、太鼓芸能集
団 鼓童 の新作公演。
森ノ宮ピロティホール（森ノ宮駅）/
21
（水）18:30、
22（木）14:00/¥6500/
☎0570-200-888

22（木）〜25（日）

第3回大阪定期演奏会
日本が世界に誇る
名門吹奏楽団、待
望の大阪定期第3
弾。若き俊才指揮
者カーチュン・ウォ
ンを迎え、バーンズ
の「呪文とトッカー
©Atsushi Yokota
タ」、ヴァンデルロ
ーストの交響詩「スパルタクス」、
アーノルド
（近藤久
敦編）
「ピータールー序曲」、
ムソルグスキーの組曲
「展覧会の絵」
など、吹奏楽ファンに愛される名曲を
届ける。実力はもちろん、個性あふれる精鋭が集う東
京佼成ウインドオーケストラならではの繊細さとシャー
プさ、
爆発力を兼ね備えた演奏は必見！
ザ・シンフォニーホール（福島駅）
/19:00/
S¥5000、
A¥4000、
B¥3000/
☎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）

劇 最強の一人芝居フェスティバル
■

「INDEPENDENT:18」
毎 年 1 1月に開
催される恒例の
フェスティバル。
関西圏の若手
中堅を中心に実
力派の俳優と作
家 演 出 家が 多
数参戦。今年は
女優の活躍目覚ましい8組をラインナップ。
さらに初
夏に各地で開催されたフェス等より東京・仙台・福
島・名古屋・宮崎・沖縄の俳優も参戦！DJが盛り上
げる劇場であって劇場では無い空間で珠玉の一人
芝居を堪能しよう。
インディペンデントシアター2nd
（恵美須町）
/
22（木）
・23（金祝）①18:00②20:00、24
（土）①14:00②17:00③19:30、25（日）①
13:00②16:00③18:30/1dri付、1ブロック
券¥3000、
1日通し券¥4000/
☎06-6635-1777

23（金祝）

25（日）
音 こども劇場 音楽
「わだいこワクワクワンダ
■

フル！〜舞太鼓あすか組がやってくる〜」
劇場いっぱいに響
き渡る、パワー満
点の和太鼓サウン
ドは、
耳で聴いて楽
しむだけじゃない！
からだ揺さぶる迫
力の響きで、
こども
から大人まで魅了されること間違いなし！和太鼓の魅
力が、
た〜っぷり感じられる公演を、
みんなで楽しもう
！
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/大人¥1000、子ど
も
（3歳〜中学生）¥500※要予約、当日支払/
☎06-6460-7800

若手浪曲師と豪華ゲストが共
演する十三浪曲寄席。今回
の浪曲師は真山隼人。
ゲスト
は落語界の爆笑派・笑福亭
たま。国立演芸場の花形演
芸大賞を受賞するなど全国レ
ベルで活躍する笑福亭たまに、
入門9年目の勢いある若手・
真山隼人が胸を借りる。
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

26（月）〜30（金）
笑 シャベリタリナイ
！
！
！
■

〜HEPでトーク5days〜
人気お笑い芸人による日替
わりトークライブ開催！ 26〜
28日はふたりで喋る！出演は、
天竺鼠・川原×藤崎マーケッ
ト・
トキ
（26日）、
アインシュタ
イン・稲田×祇園・木崎（27
日）、藤崎マーケット・田崎×
祇園・櫻井（28日）。
そして
29日はトット・桑原、
プリマ旦
那・野村の2本立てと、30日
は銀シャリ・鰻のワンマントークライブ！
HEP HALL
（角田町5-15 HEP FIVE8階）
/
26（月）
・27（火）19:00、28（水）18:30、29
（木）①19:00②20:45、
30（金）19:00/
26〜28日¥2500、
29・30日¥2300/
☎0570-550-100

28（水）
・29
（木）
音 K Premium Live 2018
■

端麗な容姿と甘い
歌声で高い人気を
誇る実力派シンガ
ー・ソングライター、
Kがビルボードライ
ブのステージに帰
ってくる。2018年
には、全曲・寺岡
呼人プロデュース&詩先での作曲にチャレンジした
最新アルバム
『Storyteller』
をリリース。
キャリアを重
ねて表現と歌声の深みを増し続ける彼の音楽の世
界を、
じっくりと堪能して欲しい。
ビルボードライブ大阪（ハービスPLAZA ENT
B2/西梅田）
/①18:30②21:30/
サービス¥7900、
カジュアル¥6900/
☎06-6342-7722
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10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
■

しょうねんじ

他 流流フェス vol.8 〜稱念寺編〜
■

毎秋恒例、音楽と
アートのイベント。
今
年は関西3箇所で
開催され、
第二弾は
四天王寺にあるお
寺、稱念寺本堂の
阿弥陀如来像前が
ステージに！弾き語りやバイオリンなどの音楽ライブを
はじめ、
世界最大のライブコンテスト EMERGENZA
ジャパン大会で優勝し、世界大会に出場したバンド
thanのダンサー赤子と、弾き語りよりえによるユニット
など計5組が出演。
お話しを交えながらの住職による
司会も注目。
フード&ドリンクの出店も。
稱念寺（天王寺区夕陽丘町5-14）
/13:45/
投げ銭制/ ruru0130@gmail.com

23（金祝）
古典 サンケイホールブリーゼ米朝一門
■

落語会シリーズ2018 桂雀三郎独演会
桂枝雀の芸風を継承す
る落語家、桂雀三郎の
独 演 会 。桂 雀 三 郎 は
「腕喰い」
「はてなの茶
碗」
「 三十石」の三席。
ほか出演は、桂二葉「雑
俳 」、桂 雀 喜「 老 老 稽
古」
（長坂堅太郎作）
。
サンケイホールブリーゼ
（梅田2-4-9 ブリーゼタ
ワー7F）
/14:00/¥4200/
☎06-6341-8888
（ブリーゼチケットセンター）
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