西宮少年合唱団第５４期生募集のお知らせ

ご入会のおすすめ
すばらしい出会い そして感動……
一流アーティストのステージやさまざまな芸術をご一緒に楽しみませんか？
ご入会を随時募集しています。

特

2014

4

典

・（公財）西宮市文化振興財団が主催する事業のチケットが割引料金で複数枚
購入できます。
（枚数は催しごとに指定、おおむね２割引）
・ 一般発売に先駆けて、電話による優先予約ができます。
・（公財）西宮市文化振興財団が指定する他団体や店舗で下記の優待が受けら
れます。
（会員証をご提示ください）

②西宮市貝類館の入館料が20％割引に。
③白鹿記念酒造博物館、黒川古文化研究所、辰馬考古資料館（２名まで）、
頴川美術館、堀江オルゴール博物館の入館料が20％割引に。
④ノボテル甲子園の宿泊料（客室料金）が10％、飲食料が5％割引に。
⑤西宮市民会館２階喫茶店「よつば庵」
で食事後のドリンクが無料に。
（コーヒー、紅茶、
コーラ、オレンジジュースのいずれか1杯。会員証１枚につき
5名までご利用可。会員証は注文時に提示要。
）

入会金

￥1,000

年会費

￥1,500

＊入会申込は市民会館／フレンテホール／なるお文化ホール／
プレラホール／甲東ホールのいずれかの事務室へお越しいただくか、
（公財）西宮市文化振興財団TEL．0798-33-3111へお電話ください。

（入会月から1年間）

一緒に歌いませんか！！

西宮市内で活動するコーラスグループが、
日頃の練習の成果を披露します。

市民コーラス大会

５/２
５

アミティホール

（日）
１１:０
０

第 3 回 ゆずりはコンサート

４/４（金）兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール

１９:００
♪ブラームス/弦楽六重奏曲第1番変口長調、アレンスキー/ピアノ三重奏曲第1番ニ短調、ショパン/幻想曲op.49 ほか
※３月号で開催日の曜日を誤って土曜日と掲載していました。正しくは「金曜日」
です。お詫びして訂正いたします。

西宮さくら邦楽コンサート

♪春さやか、信濃の抒情、出雲路、尺八合奏曲 城、楓の花、
星空への想い、浪速絵話、新浮舟、証城寺のスケルツォ

１３:０
０ なるお文化ホール
４/６（日）

＆

フランスの世界的トランペット奏者

アンドレ・アンリ

入場無料

主催・お問合せ：同実行委員会 TEL.0798-72-3411
（岩本）
後援：西宮市、
（公財）西宮市文化振興財団 ほか

１９:０
０ 兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール
４/１
７（木）

♪ブラームス/歌曲集より、シューマン/「女の愛と生涯」op.48全曲、
別宮貞雄/「淡彩抄」全曲、花の歌 さくらさくら ほか

ヴラダン・コチ

¥1０
, ００

※当日¥５００増

＆

友情のサビーナ・オーケストラ コンサート

♪チャイコフスキー/ロココの主題による変奏曲、ベートーヴェン/交響曲第5番「運命」、ネルーダ/トランペット協奏曲変ホ長調 ほか

１３:３
０ 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
４/２０（日）

ウィンドオーケストラ今津 第16回定期演奏会

♪アルメニアンダンス・パート1、交響詩「スパルタクス」、東京オリンピック ファンファーレとマーチ

西宮中央合唱団定期演奏会

♪ハイドンのミサ曲、いぬのおまわりさん、主は眠る、混声合唱曲「よかったなあ」、花は咲く

ほか

主催・お問合せ：イタリア生活文化交流協会 TEL.06-6844-8787
後援：西宮市、西宮市教育委員会、
（公財）西宮市文化振興財団

¥４,０００
S席¥5,000
A席¥4,000
B席¥3,000
C席¥2,000

※当日各¥５００増

主催・お問合せ：同オーケストラ wo̲imazu@bca.bai.ne.jp
後援：西宮市 、西宮市教育委員会、
（公財）西宮市文化振興財団 ほか

１８:０
０ アミティホール
４/２
６（土）

入場無料

主催・お問合せ：同合唱団 TEL.0797-73-4774（正中）
共催：西宮市 後援：西宮市教育委員会、
（公財）西宮市文化振興財団 ほか

ほか

４/２
７

（日）
１４:０
０

アミティホール

¥１,０００

〜公益財団法人西宮市文化振興財団主催事業のチケット取扱所のご案内〜
催しにより、取扱所が異なります。各公演のマークをご参照ください。

※アミティ友の会先行発売・会員割引は、西宮市民会館、フレンテホール、プレラホール、なるお文化ホール、甲東ホールでのみ取り扱いしています。
※各取扱所の営業時間等は、直接お問合せください。※高齢者や障害のある人などにチケット料金の割引があります。詳しくは上記各ホールまでお問い合わせください。

西 西宮市民会館
（西宮市役所南隣）
０７９８−３３−３１１１
フ 西宮市フレンテホール
（JR「西宮駅」南フレンテ西宮５F）０７９８−３２−８６６０
プ 西宮市プレラホール（阪急「西宮北口駅」南徒歩３分プレラにしのみや５F）０７９８−６４−９４８５
な なるお文化ホール
（市立西宮東高校内）
甲 甲東ホール
（阪急「甲東園駅」前アプリ甲東４F）
山 西宮市山口ホール
（山口センター1階）

０７９８−４７−７９７７
０７９８−５１−５１４４
０７８−９０４−２７６０

新 新響楽器西宮北口オーパス店（阪急「西宮北口駅」南）０７９８−６４−１０３１
フ・イ フレンテ西宮１Fインフォメーション
０７９８−３２−８５５０
ぴ 電子チケットぴあ
０５７０−０２−９９９９
ロ ローソンチケット
０５７０−０００−７７７
E イープラス
http://eplus.jp

音楽と出会うまち西宮

平成２６年度

8㈰ 西宮市吹奏楽団創立50周年記念定期演奏会 アミティ
６月 14㈯
甲
東
アミティ友の会サロンコンサート

７月

15㈰西宮文学案内（春期講座）
28㈯ ゑびす寄席

なるお
生瀬市民館

3㈭ 〜13㈰西宮市展
6㈰ 西宮太鼓フェスティバル
26㈯ゑびす寄席
27㈰西宮文学案内（春期講座）

市民ギャ
アミティ
山
口
鳴尾会館

８月 10㈰うわぉー！西宮
6㈯ フレンテ名曲サロン
９月 7㈰
金谷こうすけジャズ・ライブ

フレンテ

フレンテ
フレンテ
13㈯ 大学ＯＢビッグバンド・ジャズ祭り
アミティ
27㈯ 桂南光と河田健のほのぼのジャズ倶楽部 フレンテ
フレンテ
28㈰コーラスの広場

10月
11月

3㈮ 西宮市芸術祭「クラシックコンサート」
5㈰ 西宮三曲協会コンサート
11㈯ 〜13（月･祝）野外アートフェスティバル
11㈯ 〜11/4㈫西宮市民文化祭
22㈬〜11/9㈰西宮市芸術祭「近作展」

プレラ
フレンテ
六湛寺公園
市内各所
市民ギャ

1㈯西宮市芸術祭「古典芸能鑑賞会 日舞」
2㈰ 宮っ子みんなのコンサート西宮市民音楽祭
9㈰ ブラスフェスティバル・コンサート
29㈯ 大阪音大専攻科生オータムコンサート

アミティ
アミティ
アミティ
フレンテ

12月 14㈰ さよならコンサート
10㈯木津川計の一人語り劇場
１月 12（月･祝）西宮市芸術祭｢能楽講座｣
２月

アミティ

14㈬阪神淡路大震災20周年メモリアルコンサート

フレンテ
フレンテ
芸文小ホ

1㈰ 知的文楽探究セミナー「文楽に遊ぶ」
7㈯ 「青春の音楽祭」コンサート
14・15（土･日）にしのみやアジア映画祭
22㈰社会人バンド「なないろの音楽だより」

プレラ
なるお
フレンテ
アミティ

二人の直さん

西宮文学案内（秋期講座）

※４〜５月の催しにつきましては、本誌面の各記事をご欄ください。
※■は会場を示します。
アミティ＝アミティホール
フレンテ＝フレンテホール
プレラ＝プレラホール
甲東＝甲東ホール
なるお＝なるお文化ホール
山口＝山口ホール
市民ギャ＝市民ギャラリー
芸文小ホ＝県立芸術文化センター神戸女学院小ホール
※内容・日時などを変更する場合がありますので、ご了承ください。

Vol．12

この数年大活躍の長老現役バンド、
ゴールデン・シニア・トリオ
を中心に有名映画主題曲やアカデミー賞受賞曲をジャズアレ
ンジでお届けします！
！
出演：ゴールデン・シニア・トリオ
[鍋島直昶（vib）、大塚善章（ｐ）、宮本直介（b）] ほか

４/11

（金）
１
９:００

プレラホール

一般¥３,０００
アミティ友の会¥２,５００
※当日各¥３００増

西宮 スチューデント ビッグバンド フェスティバル

ヤング・アット・ハート

Vol.10 ～ジャズボーカルを楽しもう～

地元西宮の中学、高校、大学のジャズ･ビッグ･バンドが、プロミュージシャンと共演。

西宮市立西宮浜中学校マリナシティ・ジュニア・ジャズ・オーケストラ
／西宮市立学文中学校学文ジャズ・オーケストラ／米阪晴夫スペシ
ャルエディション・高校選抜スプラッシュ・ジャズ・フリーク／大手前
大学ジャズ・スカイスクレイパー／関西学院大学Ｋ.Ｇ.スウィング・
チャリオティアーズ
宮本直介
（b）
、
上場正俊
（ds）
、
米阪晴夫
（tb）
、
高橋知道
（ts）
、
横尾昌二郎
（tp）
、岩崎恵子
（p）
ゲスト：ロアナ・シーフラ
（vo） 司会：上場正俊

４/１
３

（日）
１
４:００

なるお文化ホール

一般¥１,２００
アミティ友の会¥１,０００
大学生以下¥８００
※当日各¥３００増

NPO法人関西ジャズ協会プレゼンツ

Ｊazz Singers Special Vol．9

〜5人のシンガーがコール・ポーターを唄う〜
5 人 の シン ガ ー が「 ナイト・アンド・デ イ」
「 ビ ギ ン・ザ・ビ ギ ン 」などで 名 高 い 作 曲
家 、コ ー ル・ポ ーター の ナン バ ー をソロ 、
コーラスで 楽しくお 届 けします！！
出演：ジャネット、小林佳音理、井口直己、シェリー高木、
伊藤アイコ（以上vo）、大塚善章（p）、宗川信（b）、
御薬袋一男（ds）、高橋知道（ts） 司会：紀平真理

５/１
０

（土）
１
４:００

プレラホール

1㈰ なるお寄席

日程未定

酒と桜の日々

話題のゴールデン・シニア・トリオによる映画音楽の夕べ

３月 15㈰西宮市吹奏楽団 定期演奏会

なるお
アミティ
フレンテ
15㈰コーラスの広場
アミティ
22㈰西宮少年合唱団 定期演奏会
29㈰西宮音楽協会推薦 若手音楽家コンサート フレンテ

西宮ジャズ ３days

10th anniversary

（公財）西宮市文化振興財団 催しのご案内

主催・お問合せ：西宮三曲協会 TEL.080-5300-5665（森田）
後援：西宮市、西宮市教育委員会、
（公財）西宮市文化振興財団 ほか

岩本敏子メゾ・ソプラノ リサイタル
チェコの世界的チェロ奏者

入場無料

主催・お問合せ：特定非営利活動法人 関西芸術文化支援の森ゆずりは ℡.078-219-9811
（小池）
後援：西宮市教育委員会、
（公財）西宮市文化振興財団 ほか

〜東日本大震災被災地支援コンサート〜

第８回尺八・箏・三弦による

※各公演とも前売券完売の場合、
当日券は販売しません。

①西宮市大谷記念美術館の入館料が団体割引に。
（常設展を除く）

※ 申込書は、
（公財）
西宮市文化振興財団のホームページ
http://nishi-bunka.or.jp/からダウンロードいただけます。

第54回

http://www.nishi-bunka.or.jp/

・ 催し物のご案内「西宮カルチャー・イベント・カレンダー」を毎月郵送します。

募集対象：西宮市在住の小学4・5・6年生及び中学1・2年生の男女
人
数：小学生約30名、中学生若干名
応募方法：所定の申込書（市内公民館、図書館などで４月中旬から
配布）に必要事項を記入し、市民会館６階／（公財）西
宮市文化振興財団／事業課までご持参ください。
受付期間：４月14日㈪〜５月16日㈮までの土・日曜と休日をのぞく
毎日9:00〜17:00
※ 郵送の場合は、82円切手を貼った返信封筒を同封
のうえ、下記宛先ヘ。５月13日㈫必着。テスト要項
等をお送りします。
入団テスト：５月18日㈰13:30から、西宮市民会館で行います。
〒662-0918西宮市六湛寺町10−11
（公財）西宮市文化振興財団「西宮少年合唱団」係

一般¥３,０００
アミティ友の会¥２,７００
※当日友の会¥３００増

発売中… 西 フ プ な 甲 ロ

西宮在住の落語家による出前落語会

ゑびす寄席
露の団四郎 笑福亭三喬
笑福亭恭瓶 桂文三
桂佐ん吉
笑福亭喬介

５/３1

（土）
１
４:００

名塩会館

露の団四郎

笑福亭三喬

ＪＲ宝塚線「西宮名塩駅」から
阪急バス「名塩小学校前」下車 すぐ

¥１,０００ チケットは当日会場でお求めください

