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フェニーチェ堺 いよいよグランドオープン!!



S ロ 52185W ★

フェニーチェ堺

「ローマの休日」 全編上映ライブ・コンサート

フェスティバル in 栂 栂文うたごえ広場

S ロ ５１７６９W ★

11月23日（土・祝） 13：00開演
昭和の銀幕スター“津川雅彦”と、
NHK朝ドラ「まんぷく」主演の
“安藤サクラ”が贈るヒューマンドラマ。
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

2020年2月15日（土） 14：00開演
歌唱指導・ピアノ：福嶋 勲（バリトン）
童謡や歌謡曲などの名曲を、ピアノの
演奏で一緒に楽しく歌います。
チケット発売日：11月16日（土）　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

S ロ 54788W

堺フィルハーモニー交響楽団《スプリング・コンサート》
2020年2月23日（日） 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。
チケット発売日：11月23日（土）　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

S ロ ５３７４８W ★

S ※3歳以下入場不可W

堺市立栂文化会館

S ロ ５４２８６W ★

若獅子会プロデュース公演 切腹の譜 「侍」
12月8日（日） 14：00開演
西野の文化村で活動を行った新国劇
の流れをくむ若獅子会の公演。
発売中　全席指定
＜前売＞4,000円　＜当日＞4,500円
主催：堺市立東文化会館
問い合わせ：072-230-0134

S ロ ５４９３６W ★

RASA北インド古典音楽
HINDUSTANI MUSIC 2019
12月15日（日） 15：00開演
シタール、タブラ、バーンスリーが
醸し出す北インド古典音楽。
発売中　自由席
＜前売＞1,000円　＜当日＞1,500円
主催：堺市立東文化会館
協賛：エアインディア
後援：在大阪・神戸インド総領事館
問い合わせ：072-230-0134
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W

★

アルテベルジャズコンサート
～Saturday Jazz Time Vol.52　クリスマス特集～

12月21日（土） 19：30開演
【出演】中野ひろし＆
スイングガイズオーケストラ
【予定曲目】ジングルベル、
ホワイトクリスマス、All of Me 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

S ロ ５５００３W ★

第五回東文化茂山狂言会
2020年1月18日（土） 14：00開演
400年の歴史がある茂山狂言会。
演目は「太刀奪」「佐渡狐」。
発売中　全席指定
＜前売＞1,500円　＜当日＞2,000円
主催：堺市立東文化会館
問い合わせ：072-230-0134

堺市立東文化会館

ハワイアンフラフェスティバル in 美原
12月8日（日） 10：00開演
ハワイアンフラサークルや
ウクレレサークルによる発表会。
ハワイアンメロディに乗せた優雅な
踊りをぜひ会場でご覧ください。
無料　自由席
主催：アルテベル（堺市立美原文化会館）
問い合わせ：072-363-6868

S ロ 52780 ★

アルテベルシネマ 体操しようよ
2020年2月16日（日） 
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。
チケット発売日：11月16日（土）
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

アルテベル（堺市立美原文化会館）ホール

アルテベル（堺市立美原文化会館）ホール

アルテベル（堺市立美原文化会館）ホール

アルテベル（堺市立美原文化会館）ホール

栂文化会館開館35周年感謝祭 サウンド夢セレクション
「昭和ラプソディー～中村耕一スペシャルライヴ」

バレエを楽しもう in フェニーチェ堺 2020

2020年1月19日（日） 14：30開演
日本の音楽シーンを代表する
ボーカリスト“中村耕一”が昭和の
ポップスの名曲を完全カバー。
チケット発売日：10月19日（土）　全席指定
＜前売＞3,500円　＜当日＞4,000円
主催：堺市立栂文化会館
問い合わせ：072-296-0015

2020年2月15日（土） 14：00開演
青島広志によるバレエ音楽解説など、
初めての方でも楽しめる
バレエの舞台。
チケット発売日：10月12日（土）　全席指定
＜前売＞一般3,500円　親子ペア6,000円
ユース（4～24歳以下）2,500円
＜当日＞一般4,000円　親子ペア7,000円
ユース（4～24歳以下）3,000円
※親子ペアは一般とユース
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

2020年1月19日（日） 14：00開演
セリフや効果音はそのままに、フルオーケストラ
の生演奏とともに全編上映でお届けします。
発売中　全席指定
＜前売当日とも＞S席7,000円　A席5,000円
主催：（公財）堺市文化振興財団
共催：フェニーチェ堺
問い合わせ：072-228-0880
グループ割引あり（一度にS席5枚以上購入で
1枚につき1,000円引。電話と窓口のみで取扱い）
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フェニーチェ堺 大ホール フェニーチェ堺 大ホール 堺市立東文化会館 5階 メインホール

堺市立栂文化会館 ホール

堺市立栂文化会館 ホール

堺市立栂文化会館 ホール

堺市立東文化会館 3階 フラットホール

堺市立東文化会館 5階 メインホール

11：00開演
14：00開演

eロぴ 497-457 54857

昭和の銀幕のスターシリーズ “津川雅彦”
秋の名画鑑賞会 0.5ミリ

堺市立栂文化会館 ホール

（公財）堺市文化振興財団ホームページ

www.sakai-bunshin.com

サカイメイト　検索
WEBで予約

TELで予約

●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。

窓口で直接購入
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 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 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販売 9：00～20：00

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

アルテベル
（堺市立美原文化会館）

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

販売 9：00～20：00

堺市文化振興財団チケットセンター

0570-08-0089
（10：00～18：00）

チケット購入方法

W ロS チケットぴあ（Pコード）

0570-02-9999ぴ ローソンチケット（Lコード）

0570-084-005 eWEB購入
（詳細左ページ）

電話・窓口購入
（詳細左ページ）

未就学児
入場不可

ｅ＋（イープラス）

http://eplus.jp ★

堺 アルフォンス・ミュシャ館


