
“ええとこ
どり”するコンサート

モーツァルトのオペラを

【イタリア語上演/日本語字幕付き・上演時間約1１0分/休憩あり】

西村 薫
（マルチェリーナ）

萩原次己
（バルトロ）

橋本恵史
（バジリオ／お話）

木村孝夫
（構成・演出）

伊原敏行
（ピアノとお話）

迎 肇聡
（アルマヴィーヴァ伯爵）

日隈葉子
（アルマヴィーヴァ伯爵夫人）

古瀬まきを
（スザンナ）

鳥山浩詩
（フィガロ）

伊藤絵美
（ケルビーノ）

大好評！今年も開催☆兵庫県内ツアー ［4/23洲本、4/26・27西宮、4/30篠山、5/7明石、5/13養父、5/14宍粟、5/21赤穂、5/28小野］  詳細は裏面へ

これまでの
ハイライトコンサート
「コジ・ファン・トゥッテ」より

歌あり、笑いあり、涙あり、
究極のエンターテインメントにようこそ！！

オペラって長いし、
外国語で意味が分からなくてなんだか難しそう…。

でもご安心ください！
こちらはピアノとオペラ歌手による「フィガロの結婚」の
見どころ聴きどころを、分かりやすく集めた名場面集です。
日本語字幕と楽しいお話で進行されるので、物語もバッチリ！

そしてアノ人も登場！？ 
まさにここでしか観られない「フィガロの結婚」は必見です！

オペ
ラッテタノシイ！
傑作喜劇だよ。

リピーター続出！５００円でオペラ体験

モーツァルト

オペラ
モーツァルト作曲

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2017関連企画

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。　※やむを得ない事情により、出演者等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※芸術文化センターでは県内公演のチケットお取扱いはございません。お申込みは各主催へお問合せください。

主催：篠山市・篠山市教育委員会
企画・制作：兵庫県立芸術文化センター
協賛：西宮北口ハウジングギャラリー

篠山市立

［14:30開場］4月30日（日）15:00開演2017年

一　般 500円（税込） 高校生以下 300円（税込）

全席指定

たんば田園交響ホール
ＴＥＬ.079-552-3600〒669-2332 篠山市北新町41

チケット予約

一般販売

友の会先行予約

2/25（土）9：00～ （電話・窓口）
2/19（日）9：00～ （電話のみ）



モーツァルトの超有名オペラを、
ハイライト版で！
え え と こ ど り

あらすじ

モーツァルトが創ったオペラの中でも
最も有名で最も愛されているオペラ「フィガロの結婚」。
美しく有名な音楽に溢れ、愛すべきキャラクターたちに、
めまぐるしく展開するストーリー。
ハイライトコンサートでは、このドタバタ喜劇の
“ええとこ”ばかりを集めた楽しくオリジナルな演出でお贈りします。
凄腕のオペラ歌手たちが歌とお芝居で舞台を駆け回り、
ピアニストも愉快なお話で大活躍！
笑って、泣いて、歌って…
芸術文化センターを飛び出して
大盛況の県内ツアーもどんどん広がり、
益々絶好調な“ええとこどりコンサート”。
オペラを初めて観る方も、オペラが大好きな方も是非、
あなたの街で目撃してください！

アルマヴィーヴァ伯爵の館。フィガロはスザンナと
の婚礼準備に張り切っている。しかしスザンナは伯
爵の下心が自分にあることをフィガロに告げると、
フィガロは急いで結婚式をあげなければと画策
する。一方、フィガロに夢中なマルチェリーナや、
フィガロに復讐をしたいバルトロは想い想いに
2人の結婚を邪魔しようとする。フィガロとス
ザンナ、伯爵夫人が手を組み伯爵を懲らしめる作戦
を立てるが、伯爵夫人を慕う小姓ケルビーノが夫人
の部屋を訪れたところに、伯爵がやってきて事態
はさらにややこしいことに…。

フィガロ
伯爵家の召使い

アルマヴィーヴァ
伯爵

伯爵夫人

スザンナ
伯爵夫人の
小間使い

マルチェリーナ
女中頭

バルトロ
医師

ケルビーノ
伯爵の小姓

結婚間近

結婚阻止

協力

誘惑

倦怠期 あこがれ

思わせぶり

～ええとこどり県内ツアー開催！～　

４/30（日）
3:00PM開演
（2:30PM開場）　

篠山
公演

主催 ： 篠山市、篠山市教育委員会
 ご予約・お問合せ   たんば田園交響ホール 079-552-3600 ［8:30AM～5:15PM 月・火曜休※祝日の場合翌日］
篠山市立たんば田園交響ホール 〒669-2332 兵庫県篠山市北新町41 2/25（土）一般発売

友の会先行予約2/19（日）
各日9:00AM～

４/２３（日）
3:00PM開演
（2:30PM開場）　 主催 ： 洲本市文化体育館自主事業実行委員会、洲本市教育委員会

 ご予約・お問合せ   洲本市文化体育館 0799-25-3321 ［9：00AM～9：00PM 火曜休※祝日の場合翌日］
洲本市文化体育館 文化ホール しばえもん座 〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋1-1-17洲本

公演
2/19（日）一般発売
9:00AM～

5/7（日）
3:00PM開演
（2:15PM開場）　 主催 ： アワーズホール・明石市立市民会館（指定管理者　共立・ＮＴＴファシリティーズ共同事業体）

 ご予約・お問合せ   アワーズホール・明石市立市民会館 078-912-1234 ［９：００AM～８：００PM 平日月曜休］
アワーズホール・明石市立市民会館 大ホール 〒673-0883 明石市中崎１-３-１明石

公演
2/26（日）一般発売
9:00AM～

2/23（木）一般発売

友の会先行予約2/１６（木）
各日9:00AM～

5/１３（土）
7:00PM開演
（6:30PM開場）　 主催 ： 養父市、NPO法人ビバ・ドリームファーム

 ご予約・お問合せ   養父市立養父公民館 079-664-1141 ［９：００AM～5：００PM 月曜休］
養父市立ビバホール 〒667-0101 兵庫県養父市広谷250養父

公演

2/25（土）一般発売

友の会先行予約2/１8（土）
各日9:00AM～

5/１4（日）
3:00PM開演
（2:30PM開場）　 主催 ： 公益財団法人宍粟市文化振興財団　後援 ： 宍粟市、宍粟市教育委員会

 ご予約・お問合せ   山崎文化会館 0790-62-5300 ［９：００AM～5：００PM 月曜休］
山崎文化会館 〒671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢88-1宍粟

公演

2/25（土）一般発売

友の会先行予約2/１8（土）
各日9:00AM～

5/21（日）
3:00PM開演
（2:30PM開場）　 主催 ： 公益財団法人赤穂市文化とみどり財団　後援 ： 赤穂市教育委員会

 ご予約・お問合せ   赤穂市文化会館 0791-43-5111 ［９：００AM～５：１５PM 火曜休］
赤穂市文化会館 ハーモニーホール 小ホール 〒678-0232 赤穂市中広864赤穂

公演

3/4（土）一般発売

友の会先行予約2/25（土）
各日窓口9：00AM～ 電話12：00PM～

5/28（日）
3:00PM開演
（2:30PM開場）　 主催 ： 小野市、特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

 ご予約・お問合せ   小野市うるおい交流館エクラ 0794-62-5080 ［9:00AM～8:00PM 第4火曜休］
小野市うるおい交流館 エクラホール 〒675-1366 小野市中島町72番地小野

公演

※西宮公演 4/26（水）27（木） 兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール

これまでの
ハイライトコンサート
「椿姫」より

各公演とも500円（全席指定［一部を除く］／税込）　　※上演時間 約110分（休憩あり）
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西宮

養父

宍粟

赤穂 小野

篠山

明石

洲本

篠山市立

いい席取るなら、友の会入会が早くてお得！
●一般販売よりも早く電話予約できます。（１会員につき２席まで）　●催し物により友の会割引料金で公演チケットが購入できます。（１会員につき２席まで）　●催し物案内を2ヶ月ごとに郵送配布します。

1,000円平成29年度 たんば田園交響ホール友の会 会員募集中！

［14:30開場］

4月30日（日）
15:00開演

2017年

たんば田園交響ホール
ＴＥＬ.079-552-3600〒669-2332 篠山市北新町41

●三田市内（079）
　阪急オアシスえるむプラザ店･･･ 565-1148

●丹波市内（0795）
　春日文化ホール･･･････････････ 74-1050
　かいばら観光案内所 ･･･････････ 73-0303
　丹波の森公苑･････････････････ 72-2127

ローソンチケット ･･････････ 0570-084-005
Ｌコード　54626（発売初日は10：00～）

●篠山市内（079）
　小山書店 ･･･････････････････ 552-0019
　木下楽器 ･･･････････････････ 552-0321
　森本書房 ･･･････････････････ 552-0125
　篠山市民センター ････････････ 554-2188
　ＮＰＯ法人いぬいふくし村･･････ 554-3340
　ふくすみストアー･････････････ 557-0053
　バザールタウン篠山NEWS館･･ 594-3700
　ＴＳＵＴＡＹＡ篠山店 ･･･････････ 590-2451
　黒豆の館････････････････････ 590-8077
　こんだ薬師温泉ぬくもりの郷 ･･･ 590-3377

プレイガイド

年会費


