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1（火祝）〜15（火）

10（木）

19（土）

27（日）

音劇 ミュージカル
『マリー・アントワネット』
■

音 Awesome City Club
■

古典 第7回十三浪曲寄席
■

音 第21回大阪シンフォニックバンド
■

毎月、十三のシアターセブンで
開催される浪曲寄席。毎回、気
鋭の若手浪曲師と豪華ゲスト
の共演が見どころ。今回の浪曲
師は幼い頃から演芸に親しんだ
知識と感性を併せ持つ真山隼
人。ゲストは東京の落語家・立
川笑二、古典落語に独自の笑
いを加えつつも、正統派の語り
で注目される若手の1人。東西の演芸界で注目株の
2人が初共演、乞うご期待。
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5階）
/14:00/
¥2500/☎06-4862-7733

昭 和 4 4 年に
設立されて以
来、年齢も個
性もさまざまな
音楽好きが集
まって活 動を
続ける一般バンド
「大阪シンフォニックバンド」
の演奏
会。今回のポップスコンサートでは、
ちびまる子ちゃん
メドレーやウエスト・サイド・ストーリー・セレクションなど、
老若男女が楽しめる曲を多数ラインアップ。入場無
料、子ども連れの参加も歓迎。
大阪フィルハーモニー会館
（西成区岸里1-1-44）
/
14:00/無料/☎080-4700-1296

フランス革命の渦の中、
最後まで王妃としての誇り
を失わないマリー・アントワ
ネットと、革命を通して成
長していく庶民の娘マル
グリット・アルノー。二人の
MA の運命、
そして彼女
らを取り巻く人々の生き様
を色濃く描いた、
ゴージャスでドラマティックな歴史ロマ
ン大作。絢爛豪華な衣裳と、新たな楽曲も追加され、
豪華キャスト競演で贈る
「新演出版」
、
お見逃しなく。
梅田芸術劇場メインホール
（茶屋町19-1）/
13:00※1（火祝）14:00、5（土）
・12（土）
・14
（月祝）①12:00②17:00、9（水）①13:00②
18:00、15（火）12:00/S¥13,500、A席
¥9000、
B¥5000/7
（月）
休演/
☎06-6377-3800

3（木）
劇 人形劇団クラルテ
■

クリスマス アトリエのかい
大人気の人形劇団クラ
ルテが、新しい年にいち
はやくお届けする人形劇。
演目は
『あひるさんのぼう
し』
『もりのゆうびんはいた
つ』
の2本立て！お正月ら
しい、亥年にちなんだイノ
シシ舞や、ふるまいおぜんざい、
おみやげも♪ 創立
70周年記念公演
『はてしない物語』
の人形展も開催。
人形劇団クラルテ アトリエ3階（住之江区南加賀
屋3-1-7）/①11:00②14:00/¥1500（3才
以上有料）/☎06-6685-5601（10:00〜
17:30/日祝休み）

3（木）〜25（金）
■ 初春文楽公演
古典

第1部は、花街の風情が漂う
「二人禿」
で幕を開け、仙台藩
伊達家のお家騒動を題材とした
「伽羅先代萩」、夫婦の情愛が
身に沁みる
「壺坂観音霊験記」
。
第2部は近松門左衛門の名作
「冥途の飛脚」
と
「壇浦兜軍記」
を上演。
琴・三味線・胡弓を見事
に演奏する傾城阿古屋に注目。
劇場全体も新年の華々しい装いで来場者を出迎える。
15
（火）
は休演。
国立文楽劇場
（日本橋）
/①11:00②16:00/
1等¥6000（学生¥4200）、2等¥2400（学
生¥2400）/☎0570-07-9900（国立劇場チ
ケットセンター）

4（金）
音 新歌舞伎座開場60周年記念
■

「ハリウッド・フェスティバル・オーケス
トラ ニューイヤーコンサート！」
ハリウッド映 画の
収録にも参加し、
世界中をツアーで
めぐる人気オーケ
ストラが新歌舞伎
座に初登場！歌唱
力抜群のボーカリ
スト、
ビリー・キングを迎え、誰もが知っている名曲の
数々をお届け。懐かしの
「風と共に去りぬ」
から、ハリ
ウッド超人気作「ミッション・インポッシブル」
まで、一
部スクリーン上映を交え幅広いラインアップでおくる。
新歌舞伎座（大阪上本町駅）/15:00/S（1・2
階）¥6000、A（3階）¥4000、特別席（2階最
前列）¥8000/☎06-7730-2222（10:00〜
18:00）

5（土）
・6（日）
音 MUSIC BUSKER IN UMEKITA
■

新春ライブ
グランフロント大阪でストリートライブをおこなう、
ライセ
ンスを受けたミュージシャン達「MUSIC BUSKER（ミ
ュージック バスカー）
」
が、
うめきたSHIPホールに集結
し、新春ライブを
開催！2日間で総
勢46組が出演。
M CはF M 8 0 2
DJの浅井博章。
グランフロント
大 阪 うめきた
SHIPホール/13:00/無料/☎06-6371-6559
（バスカー事務局 Vi-code内）

6（日）
音 こども劇場 音楽
「アニマルコンチェルト」
■

0歳児から入場可能な音楽×ダンスの心踊るコンサ
ート。
「アフリカの動物たち」
をテーマに、
マリンバ、
ジャ
ンベなど、
たくさんのアフリカの打楽器とコンテンポラ
リーダンスで、楽しいアニマルワールドを表現。
ゾウや
小鳥、
ゴリラやワニ、子どもたちが大好きな、動物たち
のワクワクする世界へ飛び込もう
！
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
（0歳〜中学生）¥500※膝上無料・要予約・当
日支払/☎06-6460-7800

Awesome Talks Acoustic Show 2019
〜New Year Special〜
新世代シティ・ポップの注目株Awesome City
Clubによるアコースティックワンマンツアー。
「架空の
街=Awesome Cityの
サウンドトラック」
をテー
マに自分たちが思い描
く現代のシティ・ポップ
を発信する男女ツイン
ヴォーカルバンド。普段
のバンドセットとはひと味違うアコースティックで、煌く
ような音世界を体感して。
ビルボードライブ大阪（ハービスPLAZA ENT
B2階）/①18:30②21:30/サービス¥5500、
カジュアル¥4500/☎06-6342-7722

12（土）
劇 劇団壱劇屋10周年記念公演
■

「TABOO」
大 阪・枚 方を拠 点に活 動し、
2018年に創設10周年を迎え
る劇団壱劇屋が、史上最大規
模のピロティホールで野田秀樹
作品に挑戦！バカとして育てら
れた天皇の子、名を一休。旅芸
人の一座に拾われ、役者を始
め、芸を磨き、恋を覚え、師匠に
憧れ、
「せぬ芸」へと辿り着く。
南北の戦に巻き込まれながらも、己の芸を完成させ
るべく道を探し続ける…！キャストは全員劇団員。
コメ
ディから、
ノンバーバル殺陣芝居まで、幅広くこなす
大熊隆太郎率いる彼らが今回どんなステージを繰り
広げるのか注目！
森ノ宮ピロティホール（森ノ宮中央1-17-5）/
①11:00②16:00/¥6000
（学生¥3000）
/
☎0570-200-888（キョードーインフォメーション）

12（土）
古典 初心者のための上方伝統芸能ナイト
■

初心者でも楽しめるよう、
さまざまな上方伝統芸能の
ハイライトシーンを厳選して上演する人気企画。実力
派の出演者たちが勢揃い！今回はテーマ
「春」
に関
連した演目をお届け。希望者には舞台に上がっての
ワンポイントレッスンのチャンスも！落語「けんげしゃ茶
屋」桂吉坊、講談「細川福の神」旭堂南龍、地唄「万
歳」山村友五郎、
能「二人静」山本章弘ほか
山本能楽堂（谷四）/18:00/正面¥4500、
ワキ・2階¥3000/☎06-6943-9454

15（火）
音 New Year Concert 2019
■

〜関西で活躍するオーケストラプレイ
ヤーによる音楽の祭典〜
関西の5つのオーケストラ奏者
を中心に集まった音楽家が、会
場と一体となって、新しい一年
のスタートを盛り上げていく演
奏会。大阪フィルのコンサート
マスター崔文洙、
日本センチュ
リーコンサートマスター後藤龍
伸をはじめとする主要メンバー
の参加に注目!
日 本 キリスト教 団 天 満 教 会（ 北 区 天 神 西 町
4-15）
/18:10/¥4000
（学生¥2000）
/
☎090-9295-9449

25（金）〜27（日）
劇 丸福ボンバーズ ブースト
■

「結婚のススメ〜NO SURPRISE,
NO LIFE！〜」
東京サンシャインボーイズ出身、泪目銀座の脚本・演
出を手がけた福島三郎率いる
「丸福ボンバーズ」
が
始動！2014年に初演、好評を
博した
「NO SURPRISE,NO
LIFE！」
を、
森山栄治（*pnish*）
、
山崎彬（悪い芝居）
など演劇界
で活躍するゲスト8人を迎え再
演！老舗結婚式場「玉夢殿」
に
あるチャペル、未婚率の上昇、
少子化、介護…現代の日本の
縮図と化した式場で巻き起こる
ハートウォーミングコメディ。
HEP HALL（角田町5-15 HEP FIVE 8階）
/
25（金）19:00、26（土）①14:00②18:00、
27
（日）
14:00/¥5000、
25歳以下¥3500/
☎03-6869-9064
（平日11:00〜17:00）

26（土）
・27
（日）
劇 観客参加型ミステリー 安楽椅子版
■

有栖川有栖 原作『白い兎が逃げる』
大阪在住の推理作家・有
栖川有栖氏の本格ミステ
リー
『白い兎が逃げる』
をベ
ースにした観客参加型ミス
テリー。第5回大阪ほんま
本大賞受賞を受賞した
『幻
坂』
に収録された
『源聖寺
坂』
とコラボした、原作とは
ひと味違う謎解きに挑戦！関西の鉄道を舞台に起こ
る完全犯罪。英都大学の学生となった観客は、火村
准教授と共に、
この難事件に挑む事になる…物語に
張られた伏線を見逃すな！
浄土宗應典院 本堂（天王寺区下寺町1-1-27）
/
26（土）①11:00②15:00③19:00、27（日）
①11:00②15:00/¥4000
（当日券は残席があ
った時のみ発券）/
［問］info@pt-kikaku.com

注

ポップスコンサート

27（日）
音 正月特別イベント 新春コンサート
■

心洗う清らかなライアー
（竪
琴）
を奏でる松葉智穂、鳥の
さえずりのようなフルートで聴
かせる橋本可愛、
そして大阪
発祥の伝統芸「乙女文楽」
に吉田光華、3人の女性が
新春にふさわしい華やかな演
目を届ける、西区民センター
主催の新春特別公演。3者
のコラボレーションも注目! 総
合司会:工藤恭造
大阪市立西区民センター（西長堀）/14:00〜
16:00/¥3000/☎06-6531-1400

30（水）〜2/7（木）
音劇 ROCK MUSICAL
「COSMOS」
■

2018年、10公演全てソールドアウトとなったロックミ
ュージカル
「BELIEVE」
の第2弾「COSMOS」
は、
ヒ
ロインが社会で
成長する姿を描
く物 語 。新 人 美
容部員のさくらが
勤めるコスモス
百貨店の化粧
品会社アムール
に、突如舞い込
んだ買収の話。入り乱れる策略、忍び寄る裏切り、歪
んだ恋愛、
そして、変わらぬ想い。
デパートのマネキン
が唄い踊り始めた時、
さくらの過去が動き出す…！?
梅田amHALL
（曽根崎2-14-17）
/
1/30
（水）
・31
（木）
19:00、
2/1
（金）
①13:30
②19:00、2（土）
・3（日）①13:00②18:30、4
（月）
・5（火）19:00、6（水）
・7（木）①13:00②
19:00※2チーム入替り制/A席¥6500、B席
¥5500/
［問］info@soarsmusical.jp

※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12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
■

17（木）
・18
（金）
音 大阪フィルハーモニー交響楽団
■

第524回定期演奏会
大阪フィルの音楽監督・尾高忠明が、
日本とイギリス
を代表する作曲家作品を取り上げる。
エルガー作曲
「交響曲第1番」
は、長年イギリスで活動を続けてき
たマエストロならではの渾身のプログラム。
さらにソリ
ストに、2007年世界的に有名なチャイコフスキー国
際コンクールで優勝したヴァイオリニスト・神尾真由
子が登場！ロマンティックな旋律が魅力のブルッフ
「ヴァイオリン協奏曲第1番」
に酔いしれて。
フェスティバルホール（中之島）
/
両日共19:00/A¥6000、
B¥5000、
C¥4000、
学 生（ 2 5 歳 以 下・要 学 生 証 提 示 ）¥ 1 0 0 0 、
BOX¥7000/☎06-6656-4890（大阪フィ
ル・チケットセンター）

18（金）
音 春野恵子のローキョックンロール
■

SHOW Tour2019 大阪公演
「浪曲」
の魅力を伝えるため、
ジャンルや国境の垣根
を越えて活動する浪曲師・春野恵子。
誰もが知るヒッ
ト曲にのせた
「ロック浪曲」
で、
平成最後の冬を歌って
唸って熱くする！不滅の名作、
ロック版
「藤十郎の恋」
（菊池寛原作）
の初お披露目や、
「番町皿屋敷」
（岡
本綺堂原作）
もレッツ・ロック。古典との聴き比べや、
オリジナル新曲も。演芸、音楽、時代劇、
ミュージカル
好きの貴方、
ローキョックンロールの世界へようこそ。
ロイヤルホース梅田（北区兎我野町15-13 ミユ
キビル1階）/19:30/¥4000（別途要1Dri・
1Food）
/☎06-6312-8958・8959

07

