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OSAKASCHEDULE

1（土）〜24（月祝）

20（木）

25（火）

28（金）
・29
（土）

劇 gekiGeki4th
■

音 古楽最前線！―躍動するバロックVol.4
■

音 東儀秀樹×古澤巌×coba
■

劇 移動レストラン
「ア・ラ・カルト」
■

「3人芝居クリスマスケース」
笑って泣けるエンタ
ーテイメント 集団ゲ
キゲキが、小劇場界
では異例のロングラ
ン公演を敢行。
クリス
マスの夜に起こる奇
跡を愛と感動で描い
た群像劇を、3人組×9チームによるリレー形式で繋
ぐ。最終日は全27名のキャストが一堂に会すスペシ
ャル公演。
ウイングフィールド
（長堀橋駅）/月曜①15:30
②19:00、水〜金曜19:00、土日①12:00②
15:30③19:00、
23
（日祝）
①13:30②17:00、
24
（月振休）
13:30※火曜休演/¥3000/
☎090-1963-9569
（劇団）

2（日）
古典 柳家さん喬独演会 HEP座
■

江戸落語の第一人者、柳
家さん喬HEP HALLに初
登場！その端麗な高座は大
胆で繊細。抜群の描写力
で織り成される人間曼荼
羅の世界を堪能しよう。ゲ
スト:笑福亭喬介。演目は当
日をお楽しみに！
H E P H A L L（ 角 田 町
5-15 HEP FIVE8階）
/
14:00/¥3000/
☎070-1809-1551
（稲穂の会）

6（木）
他 第3回 カクカタル
■

〜小説家×講談師の即興創作ライブ〜
小説家のお仕事は
「カク」
こと。講談師の仕事は
「カ
タル」
こと。観客が書いたお題の回答を元に、二者が
即興でコラボしてひとつの作品を作り上げるという唯
一無二の企画。作品が作られていく過程に参加でき
るのも魅力。今回はどんな作品が生まれることやら。
出演:木下昌輝
（小説家）
、玉田玉秀斎
（講談師）
ティーハウス茶摩
（天神橋筋六丁目駅）/19:00/
MUSICA TEA
（紅茶）、
ケーキ付き¥2800
※25席限定、要予約/☎06-6377-6778（テ
ィーハウス茶摩）

14（金）
音 ヴァネッサ・カールトン
■

16年ぶりの来日公演。
初期のヒット曲から最
新アルバム、近年のカ
ヴァー・プロジェクトま
で、表情豊かなピアノ
の音色とともにキャリ
アを通じて真摯なメッ
セージを紡いできた彼女。
その凛とした歌声とサウン
ドを親密な空間でたっぷりと堪能する、
ファンが渇望
していたとびきりスペシャルな一夜。
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¥9500、
カジュアル¥8500/
☎06-6342-7722

14（金）〜17（月）
他 N-Trance Fish 21th
■

「賢者たちは踊る」
関西で活躍するダン
サー・振付師の尾沢
奈津子が、毎年、今と
もに作品を作りたい
ダンサー・俳優を集め
て創造しているエンタ
ーテインメント性と、
メ
ッセージ性を含んだダンス公演。役者の舌戦と人間
の内面を表現するダンサーのコラボをお楽しみに！
ABCホール
（福島1-1-30）
/14
（金）
19:00、
15
（土）
15:00、
16
（日）
14:00、
17（月）
①15:00
②19:00/¥4000/☎06-6451-6573

19（水）
音 ワンダフルコンサート
■

リサイタルシリーズVol.3
オオサカ・シオン・ウイン
ド・オーケストラが贈るリ
サイタルシリーズ第3弾。
【出演】
フルート&ピッコ
ロ:礒田純子、
ピアノ:蒲
生祥子
【プログラム】
P.
ゴーベール マドリガル、
B.バルトーク/堀内 貴
晃編曲 ルーマニア民
俗舞曲、C.シャミナード
コンチェルティーノOp.107
（昼のみ）
、
G.ユー ファンタ
ジー
（夜のみ）
、
三浦 真理 想い出は銀の笛
（ソロ版）
ドルチェ・アーティスト・サロン（茶屋町1-1共信
梅田ビル9F）
/①14:00②19:00/¥2000/
☎0800-919-5508（土日祝除く10:00〜
17:30）

バッハとそれ以前の時代
現代最高の鍵盤奏者、
シ
ュタイアーによるチェンバ
ロ・リサイタル。
「バッハとそ
れ以前の時代」
をテーマに、
バッハの平均律クラヴィー
ア曲集とバッハ以前の名
曲を折り重ねる構成は、
シ
ュタイアーならではの趣向
を凝らしたもの。本人による
プレトークも 開 催 予 定
（18：00〜）。
いずみホール
（大阪城公園駅）
/19:00/¥5000/
☎06-6944-1188
（10:00〜17:30、
日祝休み）

20（木）〜28（金）
音劇 ミュージカル
「レベッカ」
■

2008年に初上陸したミュ
ージカル
「レベッカ」。満を持
して3度目の日本版公演が
決定！ダフネ・デュ・モーリ
アの小説を原作に、人間の
愛憎が生み出す疑いや迷
いを余すところなく描く濃密
な脚本、登場人物の心理
をダイナミックかつ幻想的
な旋律で綴る名曲の数々。
装いも新たなロマンティッ
ク・ミステリーが幕を開ける。
梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
（茶屋町
19-1）/20（木）18:00、21（金）
・23（日祝）
〜
28（金）13:00、
22
（土）①13:00②18:00/
¥12500/☎06-6377-3888
（10:00〜18:00）

21（金）〜24（月振休）
劇 彗星マジック
「ポストグラフ」
■

ゴッホが 作った「 黄 色い
家」に集う印象派の画家
たち。喧嘩しながらもお互
いを高め合い親交を深め
ていく。
しかしナポレオン亡
き後のフランス史のうねり
が彼らをも巻き込んでいく
…。人も歴史も風景も。光
も心も生も死も。
その全て
をカンバスの上にのせた画
家たちの物語。彗星マジッ
ク代表作の再演で全国4都市ツアーに挑む！
インディペンデントシアター2nd
（恵美須町）
/
21（金）19:30、22（土）
・23（日祝）①14:00
②19:00、
24
（月振休）14:00/¥3300/
☎06-6635-1777

21（金）〜27（日）
音劇 円卓の騎士
■

作・演出 荻田浩一による、
神話の時 代のイギリスを
舞台にしたアーサー王と円
卓の騎士の物語。時代の
最後の一頁を飾る
「剣と魔
法」
の物語を、創立96年を
迎えるOSK日本歌劇団の
ダイナミックな歌と踊りでお
届けする。
近鉄アート館（あべのハ
ルカス近鉄本店ウイング
館8階）/21（金）
・25（火）①14:30②18:30、
22（土）
〜24（月振休）
・26（水）①12:00②
16:00、
27
（木）①11:00②15:00/
SS¥8000、S¥6500/☎06-6251-3091
（10:00〜18:00）

コンサートツアー2018ファイナル
TFC55 LEVEL5
国内外で活躍、充実し
たソロ活動を行う3名
が 更なる音 楽 世 界を
求めた
「TFC55」の5
年目となるコンサートツ
アーファイナル。雅楽
器、
ヴァイオリン、アコ
ーディオンという三種
の楽器が、東儀、古澤、
cobaだからこそ、
いとも
簡単に響き合い奇跡的なサウンドを奏で上げる。感
性とテクニックがせめぎ合い、熱く炸裂する新しい音
楽で興奮と感動を体感！
新歌舞伎座（上本町YUFURA6階）
/18:00/
S¥7000、
A¥4000、
特別¥8500/
☎06-7730-2222（10:00〜18:00）

25（火）
音 Music Stage
■

クリスマス・コンサート2018

ロザンとMerry Christmas
ナビゲーションにロザン
（菅広文、宇治原史規）
を
迎え、心がうきうきと躍るこ
と間違いなしの名曲をセレ
クト！ロザンの楽しいトーク
に 、指 揮・牧 村 邦 彦 、演
奏・Osaka Shion Wind
Orchestraによる迫力の
吹奏楽サウンドで、素敵な
クリスマスのひとときを。ア
ンダーソン:クリスマス・フェ
スティバル、
フンパーディンク:《ヘンゼルとグレーテ
ル》序曲、
チャイコフスキー:《くるみ割り人形》
より、
ジョン・ウィリアムズ《
: ハリー・ポッター》より、A
Many Christmas（ボブ佐久間編）
いずみホール（大阪城公園駅）/
19:00/¥5000/☎06-6944-1188
（10:00
〜17:30、
日祝休み）

26（水）
古典 第11回 しんまち講談会
■

協会の垣根を超えた若手
3人の講談会。今回は義
士伝特集。11月に真打・
襲名した南青改め旭堂南
龍「俵星玄蕃」、玉田玉秀
斎「三村の薪割り」、旭堂
小南陵「二文字屋おかる」
を読む。他一席。
イサオビル
（新町1-1223）/18:30/
¥2500
（学生¥1300）
/
☎090-3723-0680
（しんまち講談会・川本）

初演から30年目を迎える
日本演劇シーン冬の風物
詩。
クリスマスの季節、期
間限定のフレンチレストラ
ンを舞台に、
お店のスタッ
フや訪れた客たちが繰り
広げる料理やワインや恋
のエピソードを、
ショートショ
ートのお芝居と生演奏の
音楽で綴るエンターテイン
メントショー。
近鉄アート館（あべのハルカス近鉄本店ウイング
館8階）
/28
（金）18:30、
29
（土）14:00/
¥ 7 5 0 0 / ☎ 0 6 - 6 6 2 2 - 8 8 0 2（ 1 1 : 0 0〜
18:00）

29（土）
音 関西紅白オペラ歌合戦
■

関西二期会、
関西歌劇団、
堺シティオペラ、大阪交響
楽団が手を組み、ベテラン
から若手まで関西の実力
派オペラ歌手が勢ぞろい。
あの国民的番組さながら、
男女対抗形式のコンサート
で、紅組・白組の熱きオペ
ラの対決が繰り広げられる。
ザ・シンフォニーホール
（福島駅）/15:00/
S¥7020、
A¥5940、
B¥4860/
☎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）

31（月）
他 ザ・シンフォニーホール
■

カウントダウンコンサート2018-2019
傑作オペラアリアを一挙お
届け。
そしてカウントダウン・
モーメントを盛り上げるのは、
バレエ
『白鳥の湖』。バレリ
ーナ―による華麗な舞、
オ
ーケストラのゴージャスな演
奏がクライマックスへと向
かう中、
カウントダウンならで
はの演出が！ 盛大な音楽
の祭典で感動の年越しを！
ザ・シンフォニーホール
（福島駅）/22:00/SS¥10800（特典付き）、
S¥8640、
A¥6480、
B¥4320/
☎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11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
■

24（月振休）
劇 人形劇団クラルテ クリスマス
■

アトリエのかい
子どもや大人にも大
人気の人形劇団クラ
ルテが贈るクリスマス
企画。人形劇はクリス
マスソングに合わせた
おしゃれな作品、
「あわ
てんぼうのサンタクロース」
を上演。
クラルテサンタも来
るよ！創立70周年記念公演「はてしない物語」
の人
形展示も。
ポカポカ楽しいクリスマスを一緒に過ごそう
！
データ：人形劇団クラルテ アトリエ3階
（南加賀屋
3-1-7）
/①11:00②14:00/￥1500
（3歳未満
無料）/☎06-6685-5601（10:00〜17:30、
日祝休み）

24（月振休）
音 クリスマスコンサート&キャンドルサービス
■

クリスマスイヴの夕べにトリオ高瀬による、
ヴァイオリ
ン・チェロ・ピアノの三重奏コンサートはいかが? コン
サートではキャンドルサービスも行われ、幻想的な雰
囲気の中、
クリスマスをお祝いしよう。
北浜インターナショナル・バイブル・チャーチ（北
浜2-3-10 VIP関西センター9階）/17:00/無
料/☎06-6226-1334

07

