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OSAKASCHEDULE

1（月）

6（土）

12（金）

27（土）

古典 第282回TORII寄席
■

古典 4月のたにまち能
■

音 外山雄三「三大交響曲」
■

音 Osaka Shion Wind Orchestra
■

林家とみ五十回忌追善公演
寄席囃子の大家を偲ぶ一夜
林家染八「開口一番」、林
家染左「借家借り」、林家
菊丸「辻占茶屋」、林家染
二「妾馬」、座談『林家とみ
師の思い出』進行:桂米團
治・かつら枝代（桂枝雀夫
人）
・はやしや絹代・浅野
美希・林家染二、上方唄:
浅野美希
TORII HALL（千日前
1-7-11上方ビル4F）
/
18:30/¥3000/☎06-6211-2506

山本能楽堂定期能。
能
「熊
野 村雨留」
山本章弘ほか。
素謡「雲林院」森本哲郎、
波多野晋ほか。狂言「左近
三郎」茂山忠三郎ほか。仕
舞
「安宅」
今村一夫、
「杜若
キリ」
前田和子、
「海士キリ」
松浦信一郎。
山本能楽堂
（谷町四丁目）
/
13:00/¥5500/
☎06-6943-9454

6（土）
4（木）〜7（日）
劇 イッセー尾形の妄ソー劇場
■

〜文豪シリーズその2〜日替わりプラス1
市井の様々な人々
をコミカルに表現し、
多くのファンを魅了
してきたイッセー尾
形。近年、
日本を代
表する文豪・夏目漱
石の作品を題材に
した新しい一 人 芝
居
「妄ソーセキ劇場」
に取り組んできたが、
今年は、
夏
目漱石以外の作家に焦点を当てた
「妄ソー劇場」
を
上演。
大阪公演では、
今年も日替わりで1演目が追加。
さて、
どんな演目が
「おまけ」
となるのか、
こうご期待！
近鉄アート館（あべのハルカス近鉄本店ウイング
館8階）/4（木）
・5（金）19:00、6（土）
・7（日）
14:00/¥5500/☎06-6622-8802
（11:00
〜18:00）

他 ふくぎフェスタ おとなもこどもも
■

いっしょにいこ！VOL.1
糸あやつり人形劇と音楽ライブ
人形劇団みのむしと、ボー
カル&コントラバスデュオふ
ちがみとふなとの夢の競演。
13:30〜人形劇「ペンギン
のギンちゃん」
「ピエロのエ
チュード」、14:45〜音楽ラ
イブ、16:00〜人形劇「ピノ
キオ君のご挨拶」
「ジャック
と豆の木・金貨の木」。大
人たちはのんびり美味しい
シフォンケーキや珈琲を楽
しむ作戦で☆
ごんじょうじ

天満橋欣浄寺（天満橋駅）/13:30（音楽ライブ
から観覧の場合14:45）/通し券¥2500、人形
劇1公演と音楽ライブ¥1500※要予約/
masakiiwata88@gmail.com

日本楽壇最長老の指揮者、
外山雄三がミュージック・ア
ドバイザーである大阪交響
楽団とともに披露するのは、
「三大交響曲」
ともいわれ
る交響曲の名曲中の名曲、
シューベルトの「未完成」、
ベートーヴェンの「運命」
そ
してドヴォルザークの
「新世
界より」。誰もが知る3つの
傑作を、一夜にして聴くこと
ができる贅沢なコンサート。
オーケストラの魅力に満
ち溢れた渾身の演奏に期待。
ザ・シンフォニーホール（福島駅）/19:00/
S¥6480、
A¥5400、
B¥4320/
☎06-6453-2333（ザ・シンフォニー チケット
センター、10:00〜18:00 火曜休み）

劇 AR PRESENTS
■

19（金）
音 午後の特等席Vol.1中嶋彰子
■

平日午後開催の新シリーズ
第1弾に、
ウィーンを拠点に
活躍するソプラノ歌手・中嶋
彰子が登場。
「イタリア古典
歌曲」
にはじまり、歌曲集、
オ
ペラ・アリアを経て、
日本歌
曲で締めくくられるプログラ
ムで、様々な
「愛」
を歌う。
ピ
アノ:村上明美
いずみホール（大阪城公園
駅）/14:00/¥4000/
☎06-6944-1188（10:00〜17:30、
日祝休み）

（あだち理絵子プロデュース）
「こちらトゥルーロマンス株式会社」
劇団テノヒラサイズ、
あだち
理絵子の個人プロデュー
ス AR PRESENTS の第
3回公演。運命の出会いを
商品として扱う、非合法ス
レスレの結婚サポート会社
で、普段から運命の出会い
を捏造している社員たちは、
恋に対して素直になれるは
ずもなく……。小説家、木
下半太が贈る愛と嘘が交
錯するラブ・コメディー！
HEP HALL
（角田町5-15 HEP FIVE8階）
/
4
（木）
19:30、
5
（金）
①12:30②19:30、
6
（土）
①12:00②15:30③19:30、
7
（日）
①12:00②
15:30/¥4300/ ar.presents18@gmail.
com（AR PRESENTS 運営事務局）

5（金）〜7（日）
劇 キャラメルボックス2019
■

スプリングツアー「スロウハイツの神様」
辻村深月による同名小説
が原作、
脚本・演出成井豊
による、若いクリエーターた
ちが暮らすアパート
「スロウ
ハイツ」
を舞台にした青春
群像。
2年ぶり待望の再演！
サンケイホールブリーゼ
（ブリーゼタワー7階）/
5（金）19:00、6（土）①
13:00②18:00、
7
（日）
13:00/¥7000/
☎03-5342-0220
（キャラメルボックス）

劇 山尾企画第9.5次公演
■

はんかい電車リブート

6（土）〜29（月祝）
古典 国立文楽劇場開場三十五周年記念
■

4月文楽公演
開場35周年を迎える国立
文楽劇場。第1部は、三大
名作のひとつ「仮名手本
忠臣蔵」
の大序から四段目
を上演。二段目
「桃井館力
弥使者の段」
は、国立文楽
劇場では初上演となる。第
2部は三姫のひとり、雪姫
が登場する
「祇園祭礼信
仰記」
と妹を想う兄の情愛
が心に染みる
「近頃河原
の達引」
を上演。
記念公演に相応しい名作が揃う。
国立文楽劇場
（日本橋駅）/①11:00②16:00
※18（木）休演/1等¥6200（学生¥4300）、2
等¥2800
（学生¥2800）
/☎0570-07-9900
（国立劇場チケットセンター）

27（土）〜5/5（日祝）
他 上方芸能まつり
■

20（土）
・22
（月）
4（木）〜7（日）

第124回定期演奏会
吹奏楽界の人気作曲家ヨ
ハン・デメイの交響曲第5
番を日本初演。約80人の
合唱団と吹奏楽のダイナミ
ックなサウンドがザ・シンフォ
ニーホールに響き渡る。
きら
めく世界をぜひ会場で体験
しよう。
ザ・シンフォニーホール
（福島駅）
/14:00/
S¥5000、A¥4000、
B¥3000/☎0800-919-5508（Shionチケ
ットセンター、土日祝を除く10:00〜17:30）

その電車に乗ると運命が
変わる。
どこにでもある都市
伝 説 。日常に悩み疲れた
あなた のもとへやってきた
謎の切符。現れた電車に
足を踏み入れる。次々とや
ってくる珍客たち。
次々壊れ
ていくあなたの日常。悩みな
んてブッコワセ！ 恵美須町
〜浜寺駅前を運行する路
面電車阪堺線の車内公演。
阪堺電気軌道恵美須町駅発阪堺電車内/
20（土）①14:04②19:06恵美須町駅発、22
（月）19:06恵美須町駅発/¥3000/
☎080-3767-2742
（山尾企画）

注

江戸時代にタイムスリップ！ゴールデンウィークは大
坂の町家で上方芸能を楽しもう
！4/27（土）山村流
の立方が新春の舞を披露「座敷舞」、5/2（木休）和
楽器の響きを楽しもう
「邦楽のしらべ」、5/3（金祝）
「講談」
出演:旭堂南左衛門ほか、5/4（土祝）
アマチ
ュア落語「らくてん会」、5/5（日祝）
「 落語」出演:笑
福亭学光
大阪市立住まいのミュージアム 大阪くらしの今
昔館（天神橋筋六丁目駅）/14:00/観覧無料、入
館料別¥600
（高大¥300、中以下無料）/
☎06-6242-1170

29（月祝）
劇 人形劇団クラルテ
■

スプリングフェスタ2019
大阪市内4会場で
公演を行う
「スプリ
ングフェスタ」。4月
は
「どっぷり、昭和
町。
（ ▶P10）」
と
の共催。作品は午
前「あひるさんのぼ
うし」、午後「もりのゆうびんはいたつ」、
どちらも絵本
原作の動物がたくさん登場するほのぼのとした人形
劇で、小さいお子さんから大人だけでも楽しめる。人
形作りコーナーも。
大阪キリスト教短大附属グレース幼稚園（阿倍野
区昭和町4-3-19）
/①11:00②14:00/¥600/
☎06-6685-5601
（人形劇団クラルテ、
10:00
〜17:30、
日祝休み）

※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3月20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
■

11（木）
古典 港区仏教会 花まつり落語会
■

港区在住の桂福丸の落語
に加え、春野恵子の浪曲を
無料で楽しむことのできる
お得な会。おしゃか様お誕
生の花まつりに合わせて港
区仏教会が主催する。
港区民センター（弁天町
駅）/18:30/無料/
☎06-6571-0179（港
区仏教会事務局 西栄寺）

5（金）〜8（月）

11（木）〜14（日）

劇 slatstick 第1回公演
「La Fierté」
■

劇 オパンポン創造社
「さようなら」
■

元劇団☆新感線の中村なる美と、
Aripeの永津真奈
が結成した新ユニットslatstick。旗揚げ公演は、作・
演出にTHE ROB CARLTON村角太洋、
ゲストに前
田晃男を迎える。
ハイファッ
ション誌「La Fierté」。遂に
あの世界的ファッショニス
タの独占インタビューが許
される。摩天楼を見下ろす、
最高級ホテルの最上階。
最高のミネラルウォーター
の準備も整っている。
あとは
この椅子に、
あのファッショ
ニスタが座り語ってくれるの
み。
彼女たちは待っている。
中崎町コモンカフェ
（中崎町駅）/
5（ 金 ）
・8（ 月 ）1 9 : 3 0 、6（ 土 ）① 1 5 : 0 0 ②
19:00、
7（日）
①11:00②15:00/¥3000/
slatstick@gmail.com（slatstick）

野村有志による一人演
劇ユニット・オパンポン創
造社がHEP HALLに初
登場！昨年4月東京にて
上演、
「 CoRich舞台芸
術まつり！2018春」
グラ
ンプリ獲得ほか、数多く
の賞を受賞し代表作とな
った
「さようなら」、最後の
再演。淡路島の小さな工
場で働く純粋な人々の
物語。彼等、彼女等が生
み出す甘美な絵空事が全てを巻き込み錯綜する。
HEP HALL
（角田町5-15 HEP FIVE8階）
/
11（木）19:30、12（金）①15:00②19:30、
13（土）①14:00②18:00、14（日）①13:00
②17:00/¥3500/☎090-4273-9680（オ
パンポン創造社）
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