
14:00 どなたでも

3(土) 小
大蔵流狂言会 13:30 どなたでも

大蔵流狂言志芸の会

茂山

zenchiku10ban@gmail.com

伝統芸能

内容：笑える古典芸能・狂言をお楽しみください。

6(火) 大

19:00

9(金) 大

伝統芸能

南京玉すだれ保存会・交流発表会

6(火)

小西

06-6151-5235
伝統芸能

内容：伝統芸能 南京玉すだれ保存会「南京玉すだれに燃える会」の呼びかけにより集合する8保存会初めての
���交流を中心とした、各保存会独自のスタイルを発表しあう催し。

コーネンキライン 19:00 どなたでも

河内

090-3973-5089
器楽

8(木) 小

7(水) 小

内容：エイサー・三線演奏・手踊り

7(水) 大
スペシャルパフォーマンス2016 18:00 どなたでも

花田
studio_maria__nao@yahoo.co.jp

小

4(日)

スタジオ優菜・美希バレエスクール

〜岡町ばんざい！！大感謝祭〜
17:00 どなたでも

小安

090-4963-3893

大

第19回豊中新舞踊協会

チャリティー
11:30 どなたでも

志の山舞扇

06-6843-5591

内容：1部 ピアノ、ヴァイオリン等の一般的コンサート(コーラスもあり)
���2部 ミュージカル風コーラス

吉田ミュージックピアノ教室

発表会
13:00 どなたでも

吉田

090-2706-3854
器楽

松下

06-6863-9275

合唱
ダンス

他

4(日) 小

ニコニコ音楽祭
〜音楽と歌を楽しむイベント＋二胡発表会〜

13:30 どなたでも

ジャンル月 日 会場 催し名 問い合わせ入場方法開演

3(土) 大

内容：女性合唱による唱歌や、本格的な合唱組曲、ナレーションやヴァイオリンの入る
���楽しい合唱曲の他、オペラアリアのソロのステージもあります。

演奏

女声アンサンブル�アトリエ

冬のコンサート
18:00

どなたでも

※未就学児

�入場不可

渡瀬

072-766-4388
http://www.ensemble-atelier.jimdo.com

合唱
2(金) 大

バレエ
器楽
他

内容：バレエ、ダンス、ミュージカル、音読・朗読、ヴァイオリンの発表

12

月

1(木) 小

内容：来場無料イベント。みなさま、ご存知の曲を中心に二胡、フルート、ウクレレなどの楽器の演奏。
���会場のみなさまと一緒に歌って楽しんで頂く時間です。聴いてよし、歌ってよし、音楽と歌で楽しい時間を過ごしましょう！

ヒビキミュージック

06-6366-3060
器楽

バレエ
ダンス

内容：クラシックバレエ（バリエーション、グラン・パ・ド・ドゥ）、コンテンポラリー、創作作品、ピアノ、バイオリン、

���フラメンコギターとダンスのコラボ、フラワーライブパフォーマンスとダンスのコラボ�こども〜大人まで、アーティストたちが大集合です。

ハイタイ！！

年忘れ豊中エイサーまつり
19:00 どなたでも

アンサンブルコンサート 18:30 どなたでも
植田

lululilulul＠ezweb.ne.jp

内容：豊中出身、豊中在住の作曲家、玉村洋平の作品を演奏するコンサート。玉村作品の豊中での演奏は初のことで、
���ホール新設の祝意と「地元凱旋」の意を込め、作品に理解ある腕利きピアニストと弦楽奏者を招聘しての公演である。

舞踊

内容：各流派の方々が一人一人踊ります。約70曲あります。皆様に喜んでいただけたらと、
���毎日稽古に励んでいます。

内容：ピアノ教室生徒による発表会

花牟禮

090-4281-0063
ダンス

The World of Yohei TAMAMURA Vol.2
「わが街、わが曲、わが仲間」

〜ピアノソロと弦楽四重奏の調べ〜

要整理券
※未就学児
�入場不可

お試し利用スケジュール
～そもそもお試し利用って？～

平成29年（2017年）1月にグランドオープンを控えた文化芸術センター。その前に一足早く、	
市内で活動する団体の方々に「お試し」利用として、演奏や演劇などの公演を行って頂く機会を設けました。	

	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間  ：12月1日（木）～12月18日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※月曜は休館日のため、公演はありません

　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場  ：文化芸術センター　大ホール・小ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入場料 ：無料（整理券等の有無は団体によります）



中村�������������������090-5252-3322 詩吟

田中バレエ・アート

06-6843-1844
バレエ

内容：第1部 小品＆コンサート 第2部 コンサート＆コンクール入賞曲披露
���第3部「ドン・キホーテ」より 夢の場＆第三幕

内容：クラシックコンサート。ベートーヴェン交響曲第5番「運命」の他、皆様よくご存じの「天国と地獄」序曲など
���オペレッタの名曲を演奏いたします。1分間指揮者コーナーもあります。

エレクトーンジョイフルコンサート 13:30 どなたでも

高校演劇部公演＠TOYONAKA

（豊島・桜塚高校演劇部）

内容：ゴスペルクリスマスコンサート。一緒にクリスマスをお祝いしましょう。

16:30 どなたでも
古川

090-3990-7360
15furukawa@teshima.osaka.s-ed.jp

演劇

ゴスペル

クリスマスコンサート
18:30

琉球�歌と踊り 15:00 どなたでも
山入端

090-4288-3898
舞踊

16(金) 小

14(水)
シャンソンコンサート

セーヌ河岸
大 15:00 どなたでも

内容：本年度高校演劇コンクール参加作品・桜塚高校「残されたモノ」と豊島高校「偽-ヒトノタメ-」を上演します。
���どちらも市内の高校の生徒によるオリジナル作品です。

16(金) 大

タプタプタレーノ

歌いまあす！2
14:00 どなたでも

稲葉

06-6848-7135

月 日 催し名会場 入場方法 問い合わせ ジャンル開演

10(土) 大

9(金) 小

12

月

11(日) 大

10(土) 小

13(火) 小

11(日) 小 器楽

杉山

06-6336-0201

その他

内容：市内の子供たちとコーラスを楽しむフェスティバル。今回は新しいホールで22団体の合唱団と1人のピアニストと
���合唱協会初演のベートーベン第九（第4楽章）に市民の方々と総勢250名で大合唱に挑戦します！

18(日) 小

17(土) 大

17(土) 小

田中バレエ・アート

第15回発表会
18:00 どなたでも

14:00 どなたでも

律詩吟詠発表会 10:00 どなたでも

内容：詩吟発表会

藤岡

072-753-3527
合唱

内容：混声合唱の発表

SINCE 1987

アクア混声合唱団演奏会

18(日) 大
内容：琉球舞踊・古典音楽・民謡をお楽しみください。(沖縄・宮古民謡)

河野

090-5463-5969
オーケストラ

13:00 どなたでも
阪本

090-3355-6824
合唱

内容：豊中市障害者啓発活動委員会と大阪府教育委員会の協力を得て、ステージパフォーマンス(人形劇・太鼓・ダンス・
���ギター演奏など)を中心に、障害のある人ない人、表現者も観客も一緒になって楽しみ相互理解を深める機会とします。

豊中市民管弦楽団

第55回定期演奏会
15:00 どなたでも

どなたでも
松本

gospel_happy_day@yahoo.co.jp
ゴスペル

奥野

06-6852-9340

シャンソン

豊中市合唱協会

第2回みんなのコーラスフェスティバル

アカペラ

内容：アカペラコーラス

とびだせ！！素のままフェスタ♪ 13:00 招待者のみ
素のままフェスタ

実行委員会
itookashi@s9.dion.ne.jp

豊中市民劇場�劇団"萌"�演劇公演

「陽気な地獄めぐり part3」
18:30 どなたでも

ほたる企画

06-6840-5656

moe_toyonaka@yahoo.co.jp
演劇

内容：落語を原案とした演劇。豊中民話の東庵先生や、戦死した漫才師、売れないアイドル等が集まる、地獄の祭の陽気なこと！

	
	
■アクセス	
　　豊中市立文化芸術センター（2017年1月グランドオープン）	
　　〒561-0802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2	
　　TEL.06-6864-3901(代表)(9：00～20：00月曜休館)	
　　WEBサイト　http://www.toyonaka-hall.jp/	
	
　　交通のご案内	
　●阪急宝塚線「曽根」駅下車　東へ約300メートル(徒歩5分)	
　※駐車場(有料)はご利用いただけますが、駐車可能台数に限りがございます。	

　　　ご来館の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。	

	


