舞台が始まる。
堺が変わる。

サカイ

S A C A Y −
A L W A Y S
T H E

T R I G G E R

8

vol.
公 益 財 団 法人 堺 市 文 化 振 興 財 団季刊誌

＜2020 冬号＞

Win t er

FENICE

SACAY

2020 Winter

FENICE SACAY

CLASSIC

W

S

ぴ

ロ

e

CN

★

についてはP11をご覧ください

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください ●都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます ●全席指定

●掲載情報は1月29日現在

カナディアン・ブラス結成50周年日本ツアー

荘村清志 ギター・リサイタル 〜ギターとともに50年〜

2月2日（日）開演15：00 大ホール

3月19日（木）開演19：00 小ホール

世界でもっとも有名なブラスユニット
「カナディアン・ブラス」

実力・人気ともに日本を代表するギター奏者が堺へ。

600近い新しい金管五重奏作品の誕生に貢献し、
ブラス・クインテットという演奏スタイルを

巨匠イエベスに師事。1967年にイタリア各地で18回、翌1968年にミラノなど22都市、1971年には北米で28回にのぼる

芸術と呼べるレベルにまで押し上げたカナディアン・ブラスによる、結成50周年の記念プログラム。

公演を行い、国際的評価を得る。帰国後はNHK教育テレビ
「ギターを弾こう」講師を皮切りに、名実ともに日本を代表する
ギタリストとして全人未踏の領域を切り開き続けている。

モーツァルト：
トルコ行進曲（A.フランケンポール編）
ピアソラ：リベルタンゴ
（J.バーグステイラー 編）

J.S.バッハ：シャコンヌ ピポー：歌と舞曲第1番 マイヤーズ:カヴァティーナ
（映画「ディア・ハンター」
より)

ブラームス：11のコラール前奏曲Op.122〜第10番（R.ザウアー編）ほか

発売中
W

S

S席4,000円

A席3,500円

ぴ １６５-５０６ ロ ５５４７２

B席3,000円

e

CN

スペイン民謡：愛のロマンス
（映画「禁じられた遊び」
より）、他

主催：堺市、
フェニーチェ堺

発売中

★

W

The Rev Saxophone Quartet

／ ザ・レヴ サクソフォン クヮルテット

高校時代からコンクールやアカデミーなどで顔を合わせていた4人が、

A.デザンクロ：サクソフォン四重奏曲 ほか

56538

e

e

★

CN

FENICE SACAY

「inspiration」

Japan tour 2020

ワークショップ
あり
先着150名

World Magic Seminar Teens contestにて日本人初のグランプリを受賞し、
その軌跡を追ったドキュメンタリー映画「Make Believe」
はロサンゼルス国際映画祭にてグランプリを受賞。

主催：堺市、
フェニーチェ堺
ロ

51666

［スペシャルゲスト］フィリップ・エマール（元シルク・ドゥ・ソレイユのクラウン）

N.カプースチン / 宮越悠貴編：24の前奏曲より

174-047

ロ

［イリュージョニスト/演出家］HARA（原 大樹）

J.S.バッハ / 坂東祐大編：クラヴィーア練習曲集 第3部 より

ぴ

主催：堺市、
フェニーチェ堺

176-543

世界を熱狂させた天才イリュージョニスト、初の全国ツアー！

上野耕平S.Sax./宮越悠貴A.Sax./都築惇T.Sax./田中奏一朗B.Sax.

S

ぴ

3月20日（金）開演15：00 大ホール

東京藝術大学で再会し、2013年にクヮルテットを結成。

W

4,000円

HARA イリュージョン マジックショー

卓越した技術から生まれる圧倒的なアンサンブル

3,600円

S

MAGIC

2月26日（水）開演19：00 小ホール

発売中

©Hiromichi NOZAWA

CN

世界的に有名なマジックの殿堂ハリウッドマジックキャッスルにて開催されたFuture Stars Weekに日本人初出演。

★

米国の人気オーディション番組Americas god talentなど、世界25ヵ国以上のTV/ショーに出演。
毎日放送「情熱大陸」
でも特集され、注目度はますます高まっている。

ワシントン・ナショナル交響楽団
3月7日（土）開演14：00 大ホール

公演終了後にワークショップあり。先着150名様（お子様優先）。参加ご希望の方は、開場時、
ワークショップ申込受付でチケットをご提示ください。

ワシントン・ナショナル交響楽団

©StefanoPasqualetti

発売中 大人4,000円 子ども
（3歳〜中学生）2,000円 主催：堺市、
フェニーチェ堺
制作協力：アミューズ 企画制作：中京テレビ事業 協力：読売テレビ
W

S

ぴ ６４４-５０１ ロ ５１６８８

e

CN

※3歳以上チケット必要

関西公演は唯一 堺のみ！
史上最年少でチャイコフスキー国際コンクール優勝、

FENICE SACAY

演芸

今も進化を続けるヴァイオリニスト諏訪内晶子と世界を席巻する
新時代の巨匠ノセダが放つ鮮鋭の響き。

よしもとお笑いライブinフェニーチェ堺

［音楽監督・指揮］ジャナンドレア・ノセダ ［ヴァイオリン］諏訪内晶子

3月21日（土）①開演11：30/②開演15：30 大ホール

バーバー：管弦楽のためのエッセイ 第1番Op.12
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調Op.35（ヴァイオリン/諏訪内晶子）

よしもとの人気芸人がフェニーチェ堺に大集合！吉本新喜劇も！

ドヴォルザーク：交響曲第9番ホ短調「新世界より」Op.95

【出演者】中川家、海原やすよ ともこ、
ジャルジャル、
スーパーマラドーナ、かまいたち、吉田たち、
吉本新喜劇（辻本茂雄、アキ、中條健一 ほか）

発売中

発売中 S席17,000円 A席15,000円
B席13,000円 C席9,000円 D席 SOLD OUT
主催：堺市、
フェニーチェ堺
W

2

S

ぴ

171-372

ロ

54185

e

CN

★

W

S

S席4,800円

A席3,000円

B席2,000円

主催：吉本興業、
フェニーチェ堺

ぴ ４９９-４５８ ロ ５２６５０ チケットよしもと TEL：0570-550-100（Yコード：507324）

※5歳以上有料。4歳以下は膝上のみ無料。お席が必要な場合は有料。
〔音楽監督・指揮〕
ジャナンドレア・ノセダ ©TonyHitchcock

〔ヴァイオリン〕諏訪内晶子

©TAKAKI KUMADA

※お1人様4枚まで
（車いすは2枚まで） ※都合により、
出演者が変更になる場合がございます。
※ビデオ・カメラ、
または携帯電話等での録音・撮影・配信禁止 ※営利目的の販売禁止
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FENICE SACAY

NEW

W

S

ぴ

ロ

e

CN

★

についてはP11をご覧ください

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください ●都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます ●全席指定

予告

ベルリン・フィル八重奏団
5月21日（木）開演19：00 大ホール
選ばれし8人

頂点のハーモニー

ⓒKeita Osada
（Ossa Mondo A&D）

1928年、8人の楽員がシューベルトの八重奏曲を演奏するために集まったことから始まった
歴史あるベルリン・フィル八重奏団。結成から90年以上経つ今もトップ奏者や

W

S

S席6,000円
ぴ

174-743

A席4,500円
ロ

55206

e

B席3,000円
CN

C席1,500円

ⓒ伊藤大輔

音を見ろ！太鼓と創造力がつくり出す、新・視聴体感芸術。

細川俊夫：八重奏曲（委嘱新作日本初演）

太鼓芸能集団・鼓童とシルク・ドゥ・ソレイユ「トーテム」
などを

フランツ・シューベルト：八重奏曲D803

発売中

鼓童×ロベール・ルパージュ
〈NOVA〉
9月26日（土）大ホール
ⓒV. Tony Hauser

世界第一級の演奏家によって構成され、世界の諸都市で演奏活動を行っている。
フーゴ・カウン：八重奏曲

●掲載情報は1月29日現在

手掛けた 映像の魔術師 ロベール・ルパージュが生み出す、

主催：フェニーチェ堺

新たな舞台<NOVA>の世界初演ツアー。

★

日本文化と最先端ビジュアルテクノロジーが融合。映像や光、

小曽根真 feat. No Name Horses Until We Vanish 15×15
5月28日（木）開演19：00 大ホール

演者の動きをプログラミングして 音を見る =サイマティクス
（音や振動の可視化）
で表現。太鼓の音に合わせて、打ち手の
生のリズムにテクノロジーが反応し、音から動きが起こり、繋がり、
物語が構築されます。

小曽根真が率いる最強ビック・バンド！

ⓒAyumu Kosugi

ⓒElias Djemil-Matassov

総勢15名のビック・バンドの結成15周年アニバーサリーツアー。
メンバーはいずれも日本を代表する強者ミュージシャンばかり。
世界を舞台に飛躍を遂げるビック・バンドのサウンドとパワーを体感！
スペシャル・ツアーメンバー：山岸竜之介（エレキギター） 曲目：当日発表

チケット発売日：2月15日
（土） S席6,500円
主催：フェニーチェ堺
W

S

ぴ

176-830

ロ

54958

e

CN

A席5,000円

B席4,000円

C席3,000円

★
ⓒElias Djemil-Matassov

フランス放送フィルハーモニー管弦楽団
6月5日（金）大ホール

ⓒCHRISTOPHE ABRAMOWITZ

指揮者とオケの個性が響きあうパリの音色。
フランス屈指のフレキシビリティを携え、
ミッコ・フランク音楽監督のクリアな指揮で描くフランス音楽の色と愉悦。
［指揮］ミッコ・フランク
［ヴァイオリン］神尾真由子
［管弦楽］フランス放送フィルハーモニー管弦楽団

近日詳細発表

主催：フェニーチェ堺

トリニティ・アイリッシュ・ダンス
6月21日（日）大ホール
華麗な群舞と怒涛のタップが繰り広げる大迫力のステージ。
ハリウッド・スターの振付を務める大物演出家マーク・ハワードが伝統のアイリッシュ・ダンスに

近日詳細発表

主催：フェニーチェ堺

企画・製作・著作：北前船

佐渡裕指揮 トーンキュンストラー管弦楽団
2021年3月13日（土）大ホール

ⓒTakashi Iijima

世界的指揮者・佐渡裕が、110年の歴史を誇るウィーンの
名門オケ・トーンキュンストラー管弦楽団を率いて凱旋！

新しいスタイルを樹立した。世界チャンピオンのダンス・カンパニーが贈る最高のエンタテイメント・ショー。

近日詳細発表

4

主催：フェニーチェ堺

近日詳細発表

主催：フェニーチェ堺、ABCテレビ

5

FENICE SACAY グランドオープン

POPS

W

S

ぴ

ロ

e

CN

★

●最新の公演情報はフェニーチェ堺HPをご覧ください ●都合により、
曲目・公演内容が変更になる場合がございます
●全席指定

●掲載情報は1月29日現在

オープニング公演

さだまさしアコースティックコンサート2020
2月12日（水）開演18：00 大ホール
主催：フェニーチェ堺
企画：
（株）
まさし 制作：さだ企画
協賛：カーコンビニ倶楽部 協力：キョードー
問合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888
S

ぴ １７１-３６１ ロ ５１９０１

e

親子で楽しむダンス講座

音楽サロン 〜あっと驚く！笛吹人の今昔物語〜

2月11日（火・祝）13：30〜15：00 大スタジオ

2月24日（月・祝）15：00〜16：30 多目的室

学校教育においても注目を集めているダンス。

FM大阪でクラシック音楽の企画司会を長年つとめた吉川智明氏による

難しいステップを知らなくてもダンスは日常の動きの中にあります。

音楽やそれにまつわる話と実演のプログラム。

からだが弾めば、
こころも弾む！さぁ、親子で一緒に踊りましょう
！

第1回目となる今回は、百舌鳥古市古墳群の世界遺産登録に絡め、
笛と古代や古墳時代をテーマにお話と実演を楽しむ講座を開催します。

指導・監修：原田純子（関西大学人間健康学部 教授）
アシスタント：関西大学Performance Theater KAYMO

出演：北山隆（笛吹人/リコーダー奏者）、
吉川智明（司会/FM大阪くらこれ企画プロデューサー）

受付中
500円（当日お支払い）
主催：フェニーチェ堺
5歳以上

SOLD OUT

W

まだまだ募集中！
！フェニーチェ堺 春の文化講座

についてはP11をご覧ください

受付中
1,000円（当日お支払い）
主催：フェニーチェ堺
小学生以上

〈お申込み〉電話072-228-0440（9：00〜22：00）または、
フェニーチェ堺窓口（9：00〜20：00）まで。
第1・3月曜日は休館。

★

CN

財津和夫コンサート2020 with姫野達也
〜 All Izz Well 〜
3月15日（日）開演17：00 大ホール

ご参加ありがとうございました！フェニーチェ堺イベントレポート2019

フェニーチェ堺 体験ツアー
〜見せます！
！ホールのウラガワ〜
普段は見ることができない楽屋や舞台裏を見ることができる、バックステージツアー。抽選には毎回たく
さんのご応募をいただきました。
「奈落」
「セリ」
「ピンスポット」
などを知る貴重な舞台体験は、お客様に
とってきっと忘れられない思い出になったことでしょう。

発売中 7,000円
主催：フェニーチェ堺
企画制作：SKIYAKI LIVE PRODUCTION／
ピラミッド／ビス音楽出版 協力：キョードー
W

S

ぴ １６８-２８６ ロ ５６３６７

e

CN

水祭り2019
★

2020年は4月以降に開催予定

2019年8月20日

クリスマスイベント

2019年12月24日

地域の子どもたちに心から楽しんでもらえるイベントを。

芸術に触れて、
そのエネルギーや自由に表現する楽しさを知ってほしい。
そんなコンセ

プロのパフォーマーによるパントマイムやジャグリングを

プトのもと、
お子様向けのクリスマスイベントを企画しました。人形劇やお芝居を楽し

皮切りに、
ペットボトル水鉄砲の工作教室や水合戦を

んだあとは、総勢100人を超える子どもたちがワークショップでミニ楽器を作り、
そのま

みんなで楽しみました。
フェニーチェ堺に隣接する翁橋

ま小ホールのクリスマスコンサートへ。歌って踊って楽器を鳴らし、親子や友達同士で

公園に、
ずぶ濡れになって走り回る子どもたちの元気な

素敵なコンサートを満喫しました。

はしゃぎ声がこだましました。

窓口で直接購入

チケット購入方法

WEBで予約
フェニーチェ堺 検索
フェニーチェ堺ホームページ

www.fenice-sacay.jp

TELで予約
堺市文化振興財団チケットセンター

0570-08-0089
（10：00〜18：00）

6

下記で空席状況を確認しながら、座席を選んでご購入いただけます。

フェニーチェ堺

販売 9：00〜20：00

堺市堺区翁橋町2-1-1 / 南海高野線「堺東」駅徒歩8分
ＴＥＬ：072-228-0440 ＦＡＸ：072-232-0110 / 第1・第3月曜（祝日の場合は開館）
および年末年始

堺市立栂文化会館

販売 9：00〜20：00

堺市南区桃山台2-1-2 / 泉北高速鉄道「栂・美木多」駅前
TEL：072-296-0015 FAX：072-291-7083 / 月曜および年末年始休

堺市立東文化会館

販売 9：00〜20：00

堺市東区北野田1084-136 / 南海高野線「北野田」駅直結
TEL：072-230-0134 FAX：072-230-0138
水曜（祝日の場合は開館）
および年末年始休

販売 9：00〜20：00

堺市美原区黒山167-1 / 南海バス
「美原区役所前」バス停前
TEL：072-363-6868 FAX：072-363-0070
第2・第4月曜（祝日の場合は開館）
および年末年始休

アルテベル

（堺市立美原文化会館）

●ご購入いただいたチケットは公演中止を除き、変更・キャンセルはできません。 ●紛失・破損等いかなる場合においても再発行はいたしません。

7

11月16日 アントネッロ南蛮公演
「フランシスコ・ザビエルと音楽」

FENICE SACAY
GRAND OPEN REVIEW
2019.9.26→2020.1.12
9月26日 開館記念公演 歌舞伎舞踊「寿式三番叟」

11月23日 富士電機スーパーコンサート ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

12月7日

11月23日 桂南光独演会

Daiwa House PRESENTS

熊川哲也 Kバレエ カンパニー
「くるみ割り人形」

能楽の水鏡「羽衣」

12月8日 マリインスキー歌劇場管弦楽団

製作 松竹

10月1日・2日
こけら落とし公演
志の輔らくご

10月14日
ジャズ・ガラ・コンサート

10月1日
2日
10月2日・
オープニング記念
コンサート
こけら落とし公演
志の輔らくご

10月13日・14日
こどもオペラ
『まほうのふえ』
〜パミーナ姫のたんじょうび〜

12月31日
フェニーチェ堺 令和元年 ジルベスター

10月18日 挾間美帆ｍ̲ｕｎ
ｉ
ｔ

反田恭平

12月27日〜29日 武満徹のミニフェスティヴァル3日間

11月10日 ホセ・カレーラス スペシャルコンサート

11月16日
辻井伸行 ショパンの世界

2020年1月3日
シルク・ドゥラ・シンフォニー

MAP

フェニーチェ堺 堺市堺区翁橋町2-1-1
南海高野線
「堺東」駅から徒歩8分

なんば〜堺東
約10分

WEB購入
W （詳細はP6をご覧く
ださい）
電話・窓口購入
S （詳細はP6をご覧く
ださい）
チケットぴあ
（Pコード）

ぴ 0570-02-9999
ローソンチケット
（Lコード）

ロ 0570-084-005

e

ｅ＋
（イープラス）

http://eplus.jp

CNプレイガイド

CN 0570-08-9999

★

未就学児
入場不可
9：00〜22：00

フェニーチェ堺の
公演に関するお問い合わせ 【休館：第1・3月曜

072-228-0440

（祝日の場合は開館）、
年末年始】

編集：フェニーチェ堺
（堺市民芸術文化ホール）
／
（株）
トリプル・オー
発行人：
（公財）
堺市文化振興財団
〒590-0061 堺市堺区翁橋町2-1-1
TEL：072-228-0440 FAX：072-232-0110
撮影：飯島 隆、
石川拓也

堺市民芸術文化ホール
「フェニーチェ堺」
の整備へご寄附いただいた企業の皆様
堺市にて芸術文化の創造・交流・発信の拠点となるフェニーチェ堺への寄附を募集し、下記の皆様より
頂戴いたしました。
そのご芳志に感謝の意を表します。

（申込順）

プラチナ芸術文化会合衆

コーナン商事株式会社・堺化学工業株式会社・堺市農業協同組合・
株式会社クボタ・株式会社シマノ・株式会社 サカイ引越センター
株式会社 コノミヤ・EH株式会社・ダイキン工業株式会社 堺製作所・
医療法人 邦徳会 邦和病院
ゴールド芸術文化会合衆

前田製菓株式会社・株式会社 ダイネツ・株式会社ニッカトー・堀富商工株式会社・
株式会社ハヤシ・泉南乳業株式会社・あさひ不動産株式会社・太陽パーツ株式会社・
株式会社芝田化工設計
イラスト： 一色 美奈保
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※その他多くの企業・団体・個人の皆様からご寄附を頂戴しました。

11

フェニーチェ堺

堺市立東文化会館

フェニーチェ堺 大ホール

フェニーチェ堺 小ホール

〜野間バレエ団プレゼンツ〜

堺シティオペラpresents

日本の甲冑・武具・武器展 〜武家社会の文化より〜

2月15日（土）14：00開演

2月29日（土）14：00開演

10：00〜18：00

バレエを楽しもう in フェニーチェ堺 2020

子どもオペラぷら座「声ってこんなにすごい！」

S

ぴ

497-457

ロ

54857

e

W

入場無料
主催：堺市立東文化会館
協力：一般社団法人日本甲冑武具武器研究
保存会近畿支部
問い合わせ：072-230-0134
※入場制限なし。
０歳から入場できます。
３歳未満のお子様も座席が必要な場合は有料となります。

S

※3歳以下のお子様は入場できません

栂文ストリングアンサンブルと豪華歌手による、
オペラ・ミュージカル・日本の歌
2月9日（日）14：00開演

フェスティバル in 栂 栂文うたごえ広場

W

ロ ５５５５０ ★

S

ロ

52185

★

2月23日（日・祝）14：00開演
指揮に木下麻由加を迎え、
ブラームス
「交響曲第3番」
シベリウス
「交響曲第2番」
を
演奏します。

発売中 全席指定
＜前売＞500円 ＜当日＞600円
主催：堺市立栂文化会館
問い合わせ：072-296-0015

発売中 全席指定
＜前売＞1,500円 ＜当日＞2,000円
主催：
（公財）堺市文化振興財団
問い合わせ：072-228-0880

WEBで予約
（公財）堺市文化振興財団ホームページ

www.fenice-sacay.jp

TELで予約
堺市文化振興財団チケットセンター

0570-08-0089
（10：00〜18：00）

W

S

ロ

54788

★

ロ

52780

★

アルテベルうたごえコンサート〜時代をうたごえにのせて〜

発売中 全席指定
＜前売＞1,000円 ＜当日＞1,200円
主催：アルテベル
（堺市立美原文化会館）
問い合わせ：072-363-6868

ロ ５５０５７ ★

入場制限：中学生以下入場不可

W

S

ロ ５６３４１ ★

W

S

アルテベルジャズコンサート

〜Saturday Jazz Time Vol.５３ グレン・ミラー特集〜

4月25日（土）19：00開演

毎年大好評の
「0歳児からの親子で
楽しむオーケストラ」。子ども達と一緒に
気兼ねすることなくフルオーケストラを
楽しめます。
発売中 全席指定
＜前売当日とも＞大人1,5００円
子ども
（0歳〜小学生）
５００円
主催：堺市立東文化会館
協賛：大和ハウス工業株式会社
問い合わせ：072-230-0134

アルテベル
（堺市立美原文化会館）
ホール

【出演】中野ひろしと
スイングガイズオーケストラ
【演奏曲目】真珠の首飾り、
イン・ザ・ムード、茶色の小瓶 ほか
発売中 自由席
＜前売当日とも＞1,０００円
主催：アルテベル
（堺市立美原文化会館）
問い合わせ：072-363-6868
※乳幼児のお子様（お膝の上でも）
も
必ず座席券をご購入下さい。

ロ ５５４９１

W

S

★

堺 アルフォンス・ミュシャ館

©Ayane Shindo

窓口で直接購入

チケット購入方法

サカイメイト 検索

他

堺フィルハーモニー交響楽団《スプリング・コンサート》

2月14日（金）13：30開演

S

3月14日（土）14：00開演

第14回 ０歳児からの 親子で楽しむオーケストラ

【曲目】冬景色・愛の水中花・無縁坂・越冬つばめ・酒と泪と男と女

©2018
「日日是好日」製作委員会

S

W

アルテベル
（堺市立美原文化会館）
ホール

【出演】今井しづか、喜多光三、
2部伴奏：源氏万記子
【予定曲目】贈る言葉、
ヤングマン
YMCA、真っ赤な太陽、雪国 ほか

午前の部 10：30開演
3月31日（火）午後の部
13：30開演

出演／黒木華 樹木希林 多部未華子
監督・脚本／大森立嗣
原作／森下典子『日日是好日
「お茶」
が
（新潮文庫刊）
教えてくれた15のしあわせ』

ロ ５４０４４ ★

詠語りコンサート レフ・トルストイ
『アンナ・カレーニナ』

〜動物園に行こう！〜

堺市立栂文化会館 ホール

フェスティバル in 栂 名画鑑賞会「日日是好日」

S

うた がた

堺市立東文化会館 5階 メインホール

発売中 全席指定
＜前売当日とも＞1,000円
主催：堺市立栂文化会館
問い合わせ：072-296-0015

堺市立栂文化会館 ホール

W

※休館日： 2月12日、19日、26日 3月4日、11日、18日

堺市立東文化会館 3階 フラットホール

W

2月15日（土）14：00開演
【歌唱指導・ピアノ】福嶋 勲（バリトン）
童謡・唱歌・歌謡曲などをピアノの
演奏にて客席で一緒に歌います。

発売中 全席指定
＜前売＞２,５００円 ＜当日＞３,０００円
主催：堺市立栂文化会館
問い合わせ：072-296-0015

S

発売中 自由席 完全入替
＜前売＞500円 ＜当日＞600円
主催：アルテベル
（堺市立美原文化会館）
問い合わせ：072-363-6868

発売中 自由席
＜前売＞1,000円 ＜当日＞1,200円
主催：堺市立東文化会館
問い合わせ：072-230-0134

堺市立栂文化会館 ホール

【出演】
ソプラノ：木澤佐江子、楠永陽
子、渋谷茉南 メゾソプラノ：木村千晶
指揮：牧村邦彦、栂文ストリングアンサ
ンブルwith新庄桃子 他

W

1回目

関西弁アクセントの語りにオリジナル
ソングと今回は三味線が加わり、
個性豊かで感動的なステージが
繰り広げられていきます。

堺市立栂文化会館

アルテベルシネマ 体操しようよ
定年退職を迎えたシングルファーザー
の主人公が、
ラジオ体操を通じた
仲間作りや家庭での主夫業に
奮闘する姿を描くハートフルコメディー。

2月16日（日）14：00開演

堺市立栂文化会館 ホール

アルテベル
（堺市立美原文化会館）
ホール

：00開演
2月16日（日）2回目 11
14：00開演

※最終日は16：00まで

本展は甲冑を中心に堺が一大産地で
あった鉄砲や刀剣等の武具全般を
展示。凛（りん）
とした武士の美学や
魂をご体感下さい。

発売中 自由席
＜前売当日とも＞大人２,０００円
子ども
（３歳〜小学生）
５００円
主催：
（公財）堺市文化振興財団
問い合わせ：072-228-0880

発売中 全席指定
＜前売＞一般3,500円 親子ペア6,000円
ユース2,500円（４歳以上〜２４歳以下対象）
＜当日＞一般4,000円 親子ペア7,000円
ユース3,000円（４歳以上〜２４歳以下対象）
※親子ペア＝一般とユースのペア
©Gakken
主催：野間バレエ団 共催：
（公財）堺市文化振興財団 問い合わせ：072-228-0880

W

2月10日（月）〜3月22日（日）

「声ってこんなにすごい！」
を身近に
体験できるステージです。大人も
子どもも、
ご家族でお楽しみください。

青島広志によるバレエ音楽解説、
ピアノ＆チェロ生演奏とバレエの
コラボレーションなど、初めての方でも
楽しめるバレエの舞台。
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アルテベル
（堺市立美原文化会館）
ホール

堺市立東文化会館 2階 ギャラリー

下記で空席状況を確認しながら、座席を選んでご購入いただけます。

フェニーチェ堺

販売 9：00〜20：00

堺市堺区翁橋町2-1-1 / 南海高野線「堺東」駅徒歩8分
ＴＥＬ：072-228-0440 ＦＡＸ：072-232-0110 / 第1・第3月曜（祝日の場合は開館）
および年末年始

堺市立栂文化会館

販売 9：00〜20：00

堺市南区桃山台2-1-2 / 泉北高速鉄道「栂・美木多」駅前
TEL：072-296-0015 FAX：072-291-7083 / 月曜および年末年始休

堺市立東文化会館

販売 9：00〜20：00

堺市東区北野田1084-136 / 南海高野線「北野田」駅直結
TEL：072-230-0134 FAX：072-230-0138
水曜（祝日の場合は開館）
および年末年始休

販売 9：00〜20：00

堺市美原区黒山167-1 / 南海バス
「美原区役所前」バス停前
TEL：072-363-6868 FAX：072-363-0070
第2・第4月曜（祝日の場合は開館）
および年末年始休

アルテベル

（堺市立美原文化会館）

●ご購入いただいたチケットは公演中止を除き、変更・キャンセルはできません。 ●紛失・破損等いかなる場合においても再発行はいたしません。

WEB購入
W （詳細左ページ）

電話・窓口購入
S （詳細左ページ）

チケットぴあ
（Pコード）

ぴ 0570-02-9999

ローソンチケット
（Lコード）

ロ 0570-084-005

e

ｅ＋
（イープラス）

未就学児

http://eplus.jp ★ 入場不可
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音 ふれる堺︒
た か さ ぶ りゅう た つ

戦国時代に大ブームを起こした堺が生んだ
天才シンガーソングライター 高三隆達
高三隆達と隆達節
けん ぽん

堺で交 易 業や薬 種 問 屋を営む高三家の末 子として生まれた隆 達
じ

︵１５２７〜１６１１︶
は︑父親が境内に庵室を持っていた日蓮宗顕本

衰退の道をたどりました︒伴奏はとてもシンプルで︑小鼓や扇で拍子

ると人々の生活も落ち着き︑徐々に明るい芸能が好まれるようになり

テンポが速い三味線のみで演唱される粋な芸︒

小唄 江戸末期に端唄から発生した小編歌曲︒通常は鳴り物は入らず

※能の小段︑古代歌謡など他の意味で使われることもあります︒

れることもあります︒

小歌 室町時代に盛行した民間の小篇歌謡の一種︒室町小歌とも呼ば

memo 〜 小歌と小唄

す︒
これぞＴＨＥ隆達節！

隆達の十八番であるラブソング︑現代の演歌に通じるような歌詞で

どれが雨粒で︑
どれが私の流す涙かの区別がつかないのです︶

︵雨降る夜に︑恋人の訪れを待ちながら︑寂しく独り寝をしていると︑

♪雨の降る夜の独り寝は︑
いづれ雨とも涙とも

ようという刹那的な戦国の世ならではの曲︒

事あるごとに
﹁無常観﹂を訴える隆達節︒
だからこそ人生を謳歌し

うせ︑人生なんて儚いものなのだから︶

邦楽界のスーパースター
2名を輩出した堺は︑
古くから最先端の音楽を
発信する街であったことを
ご存知でしょうか？

隆達は幼いころから多芸多才で︑連歌・声曲・書画に秀で堺随一の文化

寺︵堺区︶
で幼少の頃出家しました︒父親が茶人であったこともあり︑
人として活 躍しました︒特に隆 達を有 名にしたのが︑小 歌です︒当 時
を取りながら歌われていたとされ︑声と節を聴かすことに重点を置い
ひと よ ぎり

うで︑
三味線や一節切︵尺八の一種︶
が用いられたとも言われています︒

たようです︒
その後時代の流れからかメロディを付けることもあったよ

り しん ざ え もん

流行していた小歌を集め︑素晴らしい歌があればカバー曲としてその

ろ

艶やかな声を披 露する傍ら︑それまでに作られた他ジャンルの曲︵ 今

書家隆達！

﹁隆達節﹂の大ヒット曲！

大切に保存されています︒

す︒隆達の作品はボストン美術館︑
センチュリー美術館など今も各地で

に豊臣秀吉はその書に惚れ込み︑御伽衆に抜擢したと伝えられていま

書道の名手として謳われ︑自作の小歌の作品を多数残しています︒特

隆達の書道は
﹁堺流﹂
と言われ︑千利休︑曾呂利新左衛門とともに

そ

様︑早歌︑平曲︑謡曲︑声明︶をアレンジし︑自ら作詞・作曲を行い独特
さに堺が生んだ元祖シンガーソングライターであり︑
やり手の音楽プロ

の節回しの
﹁隆達節﹂
を完成させ︑豊臣秀吉にも喝采を浴びました︒
ま
デューサーです︒

隆達節はどんな歌？
隆達節は慶長年間に大流行し︑ 世紀初頭までそのブームは続きま
歌がなんと７割以上︒優艶で細やか︑抒情的だったことから︑明治ロマン

した︒隆達の詩は恋愛に関するものが大多数で︑
５００首余のうち恋
主義に影響を与えたと言われています︒歌詞は前向きのものが極端に
♪花よ月よと暮らせただ︑
ほどはないもの︑
うき世は

堺が生んだ世界に誇る弦楽器﹁三味線﹂

︵桜の花が咲いた︑月が美しい︑
と言って楽しく遊び暮らすがいいよ︒
ど

少なく︑﹁諦め﹂
や
﹁憂い﹂
といった無常観を訴える消極的で懐古趣味の

じょう う ん

作品が大部分を占めています︒本能寺の変︑関ヶ原の戦い︑大坂夏の陣

ま

三味線は安土桃山時代に堺で誕生しました︒
そのルーツは中国の三弦とされ︑
三弦が琉球で三線とな

三味線の誕生
り︑室町時代︵１５５８〜１５７０︶
に船乗りが堺の琵琶法師に三線を持ち帰り︑
それに多くの改良を施
た三味線の改良をおこなった重要人物とされ︑
三味線を家業とする家の姓は
﹁石村﹂姓が多いそうです︒

し︑
日本人の感性に合った三味線が誕生しました︒特に堺に住む琵琶法師石村検校は︑
日本の風土に合っ

三味線と三線の違いは︑大きさ︑撥︑胴の皮︵蛇皮と猫犬皮︶
など︑材質や大きさの違いが数多くありま

バチ

三味線と三線の違い
すが︑最も違う点は︑
三味線には日本古典音楽の特徴的な音色をもたらすサワリがあることです︒
サワリ

る場所︑流派など様々な使用状況を聞き取りし︑経験をもとに絶妙な加減で皮を張ります︒素晴らしい

も難しく︑職人さんが違えば音色が全く違ったものになるそうです︒修理の依頼が来ると︑用途や演奏す

雅楽から民謡まで
（㈱音楽之友社）

を生きた人々にその刹那的な感覚がうけましたが︑幕政も安定期に入

さつ

江戸で熱狂的に愛された
江戸浄瑠璃の祖
堺生まれの﹁薩摩浄雲﹂

堺生まれの薩摩浄雲は︑古浄瑠璃の太夫︵語り手︶︵１５９３〜１６７２︶
の第一人者で︑幼少期は熊村

江戸のスーパースター薩摩浄雲
小平太と名乗り︑後年出家して浄雲となりました︒
また薩摩という名は︑薩摩藩主に披露した際賞美さ
京都で沢住検校に浄瑠璃を学び︑
１６２４〜１６４４頃に江戸に下り堺町︵現 中央区日本橋人形町
たんごのじょう

三丁目︶
で操り芝居の興行を始めた浄雲ですが︑
その評判はたちまち広まり︑杉山丹後掾と双璧をなす

る感性を持っていることから︑
サワリは三味線の音に深みを与えています︒

の音はビーンともビリビリとも表現される雑音ともとれる音ですが︑
その音色に日本人は味わいを感じ

れ︑薩摩を名のることを許されて
﹁薩摩太夫﹂
と称しました︒

江戸浄瑠璃の祖となりました︒浄雲の曲風は江戸好みの豪快な語り口で武勇物を得意としましたが︑人

堺町という町名の由来は︑町の西側にあった東堀留川に大坂からの廻船が出入りしていたことから︑大
坂の名勝地である
﹁堺﹂
の名を付けたと伝えられています︒
ちなみに廻船の
﹁大坂の湊﹂
は堺ではなく︑安

富蘭︵日本古来から自生する蘭︶
は︑徳川十一代将軍家斉が熱心な愛好者として知られる
﹁緑の宝石﹂
と

三味線奏者の影には素晴らしい職人の技が存在しています︒

三味線の胴︵猫・犬の皮︶
は︑破れることも多く定期的に張り替えを必要とします︒
その皮張りはとて

胴張りの職人技

気の秘密は当時絶大な人気を誇った人形遣い小平太を擁したことと︑華美な人形衣裳︑派手な舞台装
置など︑派手好みを追求したことが大きかったと思われます︒現在はあまり耳にすることがない江戸浄瑠
璃ですが︑常磐津・長唄・新内・清元など日本古典音楽の祖となり︑今もその音楽は脈々と受け継がれて
います︒

︵現 東京都中央区日本橋人形町三丁目︶

浄雲の芝居小屋があった江戸・堺町

ふき や ちょう

堺町は︑慶長年間︵１５９６〜１６１５︶
に沼地を埋め立てて造られた町で︑明暦２年︵１６５６︶
の頃に
西半分の上堺町が葺屋町となり︑東半分の下堺町が堺町として残りました︒

江戸の堺町は歓楽街として賑わった町で︑今も馴染みのある中村座や人形芝居小屋︑茶屋などが数多

治川橋︵現 大阪市西区川口︶
にありました︒
く並び︑東側の通りは人形芝居関係者が多く住んでいたことから
﹁人形町通り﹂
と呼ばれ連日大盛況で
したが︑
１８４１年中村座から出火し︑堀江六軒町はじめ数町を類焼したことから芝居小屋が浅草に移
転したため︑
その後急速に寂れました︒

言われる古典園芸植物です︒
その中の一種に︑薩摩浄雲と名付けられたものがあります︒花は白く可憐で

memo 〜 日本古来の蘭にも名付けられた薩摩浄雲

優雅な香りがすることから高貴な植物として今も愛好家に愛されています︒

参考文献：邦楽百科事典

イラスト：一色 美奈保
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堺市堺区大町東３丁１-６【電話】
０７２-２３２-０５２１【営業時間】午前１０時〜午後７時（定休日：日曜祝日
［臨時休業あり］）

お話：つるや楽器 石村様

お箏・三味線の修理・製造販売、和太鼓、大正琴、楽譜の取り扱い。
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