
今年も開催します！ 兵庫県内ツアー ［4/23洲本、4/29稲美、5/3三田、5/6丹波篠山、5/7市川、5/14小野］  詳細は裏面へ

下林一也
（ドン・ジョヴァンニ）

白石優子
（ドンナ・アンナ）

矢野勇志
（ドン・オッターヴィオ）

森 季子
（ドンナ・エルヴィーラ）

西村圭市
（レポレッロ）

斉戸英美子
（ツェルリーナ）

武久竜也
（騎士長／マゼット）

伊原敏行
（ピアノ／お話）

髙木 愛（構成／ステージング）  西尾麻貴（音楽スタッフ）

【イタリア語上演/日本語字幕つき/上演時間約1０0分/休憩あり】

オペラ歌手の
迫力ある生演奏!!

佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2023
関連企画 モーツァルト作曲

これまでの
ハイライトコンサート

「ラ・ボエーム」
©飯島隆

1 2
楽しいお話・字幕もあり
初心者でもわかりやすい!!

オペ
ラ体験！！500
円で

心ゆさぶる音楽
希代のプレイボーイをめぐる
ドラマティック・オペラ！

（2：30PM開場）5/6（土）3：00PM開演2023
《チケット購入のお客様へお願い》
新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力をお願いします。
●マスク着用をお願いします。
●入場時に体温チェックをさせていただきます。
　発熱（37.5度以上）がある方は、ご入場いただけません。
●咳エチケット、手洗いや手指消毒をお願いいたします。

〒669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41

TEL 079-552-3600
田園交響ホール
丹波篠山市立

　一　般　｜500円（税込）
高校生以下｜300円（税込）

友の会先行予約 【電話・ネットのみ】
2月25日（土）  9:00AM～
一般発売 【電話・窓口・ネット】
3月  4日（土）  9:00AM～

全席
指定

ローソンチケット Web
https://l-tike.com 〈Ｌコード 52419〉
一般発売初日のみ10:00～受付可

※未就学児の入場はご遠慮ください。

主催：丹波篠山市・丹波篠山市教育委員会　　企画・制作：兵庫県・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

ホームページ 交響ホール 検索



これまでのハイライトコンサート
　「フィガロの結婚」 ©飯島隆モーツァルト作曲

西宮

丹波篠山

三田

稲美

洲本

市川ええとこどり
県内ツアー開催!

西宮公演 4/19（水）20（木）各日3:00PM開演
兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール
ご予約・お問合せ ： 芸術文化センターチケットオフィス 0798-68-0255

※芸術文化センターでは県内公演のチケットお取り扱いはございません。お申込みは各公演お問合せにお願いします。

各公演とも500円（全席指定／税込）
高校生以下300円（税込）丹波篠山公演のみ

小野

毎年大好評！
この夏の芸術監督プロデュースオペラ
『ドン・ジョヴァンニ』の見どころ、聴きどころが詰まった
ハイライトコンサート。関西で活躍するオペラ歌手が歌い
演じ、ピアニスト＆名司会者の伊原さんの漫談!?のような
お話が会場を沸かせます。
希代のプレイボーイ、ドン・ジョヴァンニの華麗なる恋の
遍歴と衝撃的な最期を描いたドラマティック・オペラ！
恒例の県内ツアーも敢行！
さあ今年はどの街で楽しみますか？

スペインの貴族ドン・ジョヴァンニは、行く先々で、年齢
や身分を問わず女性たちと関係を持っている。ある夜、
忍び込んだドンナ・アンナの邸で、彼女の父親である騎士
長に見つかり、決闘の末に殺してしまう。その場を離れた

ドン・ジョヴァンニは昔棄てた女性ドンナ・エルヴィーラに出
会うが、彼女をかわし、農民のマゼットとツェルリーナが結婚式

を挙げようというところに遭遇。あろうことか花嫁のツェルリーナを
口説きだす。一方、ドン・ジョヴァンニが父の仇であると気づき復讐を
誓うドンナ・アンナとその婚約者ドン・オッターヴィオも彼を追う。
性懲りもなく放蕩を続けるドン・ジョヴァンニ。
しかしそこへ、ある男の声が語りかけてきて・・・。

ドン・ジョヴァンニ
若い、放蕩者の貴族

ツェルリーナ
農民の娘

ドン・オッターヴィオ
アンナの婚約者

マゼット
ツェルリーナの婚約者

結婚式直前の
カップル

婚約口説く

ドンナ・エルヴィーラ
ドン・ジョヴァンニに
棄てられた女性

レポレッロ
ドン・ジョヴァンニの従者

未練がある

騎士長
ドンナ・アンナの父

ドンナ・アンナ

決闘の末、
騎士長を殺害

寝室に忍び込む

親子

Story

人物
相関図

主催 ： 丹波篠山市、丹波篠山市教育委員会
丹波篠山市立田園交響ホール 079-552-3600 ご予約・お問合せ   

丹波篠山市立田園交響ホール 〒669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町41　
8：30AM～5：15PM 月・火曜休
※祝日の場合翌日

主催 ： 市川町
市川町文化センター 0790-26-0969ご予約・お問合せ   

市川町文化センター ひまわりホール 〒679-2315 兵庫県神崎郡市川町西川辺715

主催：コスモホール文化振興協会
稲美町立文化会館コスモホール 079-492-7700 ご予約・お問合せ   

稲美町立文化会館コスモホール 〒675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安1286-1
9:00AM～5:00PM 第１・第３月曜休

友の会先行発売 ２/３（金）
【窓口】9:00AM～
【電話・オンライン】10:00AM～

各発売
初日

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
洲本市文化体育館 0799-25-3321ご予約・お問合せ   

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
9：00AM～9：00PM 火曜休
※祝日の場合翌日

洲本
公演

稲美
公演

丹波
篠山
公演

市川
公演

一般発売 2/10（金）

友の会先行発売 2/25（土）
各発売初日  9:00AM～

一般発売 3/4（土）

友の会先行発売 3/4（土）
【窓口】9:00AM～
【電話】12:00PM～各発売初日

一般発売 3/11（土）

【窓口】9:00AM～
【電話】1:00PM～発売初日

発売 2/26（日）

【窓口】9:00AM～
【電話】1:00PM～発売初日

発売 2/25（土）

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
小野市うるおい交流館エクラ 0794-63-8566ご予約・お問合せ   

小野市うるおい交流館エクラホール 〒675-1366 兵庫県小野市中島町72番地
9：00AM～8：00PM 第４火曜休
※祝日の場合翌日

9：00AM～5：00PM 火曜、第3木曜休
※祝日の場合は、原則、祝日の翌平日

主催 ： 三田市総合文化センター指定管理者JTBコミュニケーションデザイングループ
郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101ご予約・お問合せ   

三田市総合文化センター 郷の音ホール 小ホール 〒669-1531 兵庫県三田市天神1-3-1
10：00AM～7：00PM 水曜休
※祝日の場合は翌平日

3:00PM開演
（2:30PM開場）

（日）

3:00PM開演
（2:30PM開場）

（日）

3:00PM開演
（2:30PM開場）

（土）

3:00PM開演
（2:30PM開場）

（水・祝）

3:00PM開演
（2:30PM開場）

（土・祝）

3:00PM開演
（2:30PM開場）

（日）

三田
公演

小野
公演

メイト先行発売 3/8（水）

一般発売 3/15（水）

【窓口】9:00AM～
【電話】1:00PM～各発売初日

〒669-2332　兵庫県丹波篠山市北新町41
TEL 079-552-3600
田園交響ホール丹波篠山市立

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円令和５年度 田園交響ホール友の会 会員募集中！ 年会費

丹波篠山市内（079）
田園交響ホール‥‥‥‥‥‥‥‥552-3600
小山書店‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥552-0019
木下楽器 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥552-0321
森本書房 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥552-0125
丹波篠山市民センター ‥‥‥‥‥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

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
三田市内（079）
阪急オアシスえるむプラザ‥‥‥‥565-1148
加古郡播磨町（078）
フォルクローレ村‥‥‥‥‥‥‥‥944-1754
ローソンチケットWeb
https://l-tike.com〈Lコード：52419〉 
一般発売初日のみ10:00～受付可

2023年 5月6日（土）
3：00PM開演 （2：30PM開場）

《プレイガイド》


