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クラシック

デュメイ&関西フィルハーモニー管弦楽団
豊中特別演奏会 

5月10日 木19:00 開演

出演：オーギュスタン・デュメイ（指揮・ヴァイオリン）
ベートーヴェン／交響曲第 3番 変ホ長調 作品 55「英雄」　他

日本センチュリー交響楽団
センチュリー豊中名曲シリーズ Vol.6

5月26日 土15:00 開演

出演：鈴木秀美（指揮・チェロ）
ベートーヴェン／交響曲第 8番 ヘ長調 作品 93　他

山形交響楽団
さくらんぼコンサート2018 大阪公演

6月22日 金19:00 開演

出演：ラデク・バボラーク（指揮・ホルン）
ドヴォルザーク　交響曲第 9番 ホ短調 作品 95「新世界より」　他

チケット

各S席 ￥4,500　A 席 ￥3,500　B席 ￥2,500　S席セット　￥12,000

豊中市立文化芸術センター 大ホール
（全席指定）全公演共通
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クラシック

センチュリー豊中名曲シリーズ Vol.9

2019 年 2 月2日 土15:00 開演

出演：大友直人（指揮）、山崎伸子（チェロ）
エルガー／チェロ協奏曲 ホ短調 作品 85　他

センチュリー豊中名曲シリーズ Vol.8

9月29日 土15:00 開演

出演：小泉和裕（指揮）
ブラームス／交響曲第 4 番 ホ短調 作品 98　他

センチュリー豊中名曲シリーズ Vol.7

7月14日 土15:00 開演

出演：飯森範親（指揮）、ハンス・ペーター・シュー（トランペット）
スメタナ／連作交響詩「我が祖国」より “モルダウ”　他

チケット

各 S席 ￥4,500　A 席 ￥3,500　B席 ￥2,500

豊中市立文化芸術センター大ホール
（全席指定）全公演共通

ア
ー
ト
・

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア

作曲家・加藤昌則のここからはじまるクラシック！ 大作曲家編 2
レクチャー

テーマ：①シューマン　②チャイコフスキー　③ドヴォルジャーク　④ドビュッシー vsラヴェル　

③ 6月29日金14:00 開講 ④ 7月27日金14:00 開講
① 4月27日金14:00 開講

チケット 各 一般 ￥1,000　4公演セット券 ￥3,500
豊中市立アクア文化ホール （中ホール）

（全席自由）

② 5月25日金14:00 開講
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3公演

※センチュリー豊中名曲シリーズ Vol.6 は上記豊中オーケストラフェスタに含まれます。



ダンス

DUNAS -ドゥナス- 4 出演：マリア・パヘス、シディ・ラルビ・シェルカウイ 他

© David Ruano

2018

伝統芸能

ドラマティック能
出演：大槻文藏（人間国宝）　 他

4月 6日 金 19:00 開演

チケット

S席  ￥13,000｜A 席  ￥10,500

豊中市立文化芸術センター 大ホール
（全席指定）

4月21日 土 14:00 開演

チケット

一般 ￥4,500

豊中市立文化芸術センター 大ホール
（全席指定）

ジャズ

ヨーナス・ハーヴィスト・トリオ ジャパン・ツアー2018
出演：ヨーナス・ハーヴィスト（ピアノ）、アンティ・ロジョネン（ベース）、ヨーナス・リーパ（ドラムス）

5月18日 金 19:00 開演

チケット

一般 ￥2,500　他　

豊中市立アクア文化ホール （中ホール）
（全席指定）

5

声楽

ザ・キングズ・シンガーズ GOLD
5月27日 日15:00 開演

チケット

S席 ￥5,000｜A 席 ￥3,000　他

豊中市立文化芸術センター 大ホール
（全席指定）

7
© Marco Borggreve

ポップス

Makihara Noriyuki Concert 2018 "TIME TRAVELING TOUR" 1st Season

7月22日 日 17:30 開演

チケット

一般 ￥7,800

豊中市立文化芸術センター 大ホール
（全席指定）

クラシック＋

和太鼓×マリンバ GONNAの「夏だ！花火だ！和太鼓だ！」

8月18日 土

チケット

① 一般 ￥1,000   こども ￥500　②一般 ￥2,000   学生 ￥500

豊中市立アクア文化ホール （中ホール）
（全席指定）

【①0歳からの GONNA!!2018】 　【②GONNAコンサート 豊中スペシャル2】 

①11:00 開演  ②16:00 開演

伝統芸能

桂米朝一門会
出演：桂雀三郎、桂米團治、桂吉弥　 他

8月24日 金 19:00 開演

チケット

一般 ￥3,000

豊中市立アクア文化ホール （中ホール）
（全席指定）

8

声楽

にほんのうた Vol.3
出演：三原剛（バリトン）、辻川健次（ピアノ）

8月30日 木 ①14:00 開演 ②19:00 開演

チケット

一般 ￥2,500

豊中市立文化芸術センター 小ホール
（全席指定）

クラシック＋

NEO CLASSIC in TOYONAKA
出演：タカコ・イネス・アサヒナ （ピアノ）　他

10月20日 土 16:00 開演

チケット

S席  ￥5,000｜A 席  ￥4,000｜B席  ￥3,000

豊中市立文化芸術センター 大ホール
（全席指定）

10ジャズ

CENTURY JAZZ NIGHT Vol.3
出演：荒井英治（ヴァイオリン）、松浦奈々（ヴァイオリン）、丸山奏（ヴィオラ）、北口大輔（チェロ）

7月18日 水 19:00 開演
豊中市立文化芸術センター 小ホール

※記載事項は 2018 年（平成 30 年）1月末現在のものです。各公演のチケットに関する最新情報や年齢による入場制限などは、豊中市立文化芸術センターチケットオフィスまでお問合せ下さい。

チケット

一般 ￥3,500
（全席指定）

演目：「船弁慶　前後之替」他



クラシック

ヤノシュ・オレイニチャク ピアノリサイタル
11月3日 土15:00 開演

チケット

S席 ￥3,500｜A 席 ￥2,500

豊中市立文化芸術センター 大ホール
（全席指定）

© Marco Borggreve

クラシック

アンドレス・オッテンザマー、郷古廉、ホセ・ガヤルド トリオ

11月30日 金19:00 開演

チケット （全席指定）
豊中市立文化芸術センター 大ホール

© Marco Borggreve

春風亭昇太 独演会
1月24日 木19:00 開演

チケット

一般 ￥3,500

豊中市立アクア文化ホール （中ホール）
（全席指定）

伝統芸能12019

セルゲイ・カスプロフ ピアノリサイタル
2月17日日15:00 開演

チケット

一般 ￥2,500

豊中市立アクア文化ホール （中ホール）
（全席指定）

2
クラシック

3 クラシック

 こどもクラシックの日 2019
出演：加藤昌則（作曲・ピアノ）、奥村愛（ヴァイオリン）、松村秀明（指揮）、日本センチュリー交響楽団 他

3月20日 水 -23日 土 
豊中市立文化芸術センター 内

センチュリーリサイタルシリーズ

© Kana Tarumi

①① ②② ③③ 普段はオーケストラの一員として演奏する日本セン
チュリー交響楽団楽団員の個々の表現とそれぞれの
楽器ならではの幅広いレパートリーをお楽しみくださ
い。
会場である小ホールはリサイタルに最適な環境で、音
楽家の息遣いを手に取るように感じることができるの
も魅力です。

チケット 各 一般 ￥2,500
豊中市立文化芸術センター 小ホール

（全席指定）

③　巖埼友美ヴァイオリンリサイタル 12月20日 木19:00 開演
センチュリーリサイタルシリーズ Vol.7

8月28日 火19:00 開演②　北口大輔チェロリサイタル 2
センチュリーリサイタルシリーズ Vol.6

4月26日 木19:00 開演①　吉岡奏絵クラリネットリサイタル
センチュリーリサイタルシリーズ Vol.5

全公演共通

クラシック

とよキネマシリーズ
映画

全公演共通
【チケット】（全席自由）
一般    ￥1,000　　ペア    ￥1,800　　こども ￥500

【上映時間】
11:00、14:30、19:00
※開場は各15分前

※こども料金は、とよキネマ 8月のみ（小学生以下対象）

※8月以降も毎月とよキネマ開催予定。上映作品は順次発表いたします。

© s. yamamoto © s. yamamoto© s. yamamoto

11

ラ・ラ・ランド
とよキネマ 4 月

4月13日 金 

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. ©東海テレビ放送

人生フルーツ
とよキネマ 5 月

5月11日 金 

アフタースクール
とよキネマ 6 月

6月15日 金 

豊中市立文化芸術センター 小ホール
上映開始時間　11:00/14:30/19:00

天才スピヴェット
とよキネマ 7 月

7月13日 金 

© 2014 STUDIOCANAL S.A. 
TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S. PADDINGTON BEAR™, PADDINGTON™ AND PB™ 
ARE TRADEMARKS OF PADDINGTON AND COMPANY LIMITED　 

パディントン
とよキネマ 8 月 夏休み特別上映会

8月10日 金 

© ÉPITHÈTE FILMS ‒ TAPIOCA FILMS ‒ FILMARTO - GAUMONT - FRANCE 2 CINÉMA

吹替
え版

～第 28回日本木管コンクール第 3位受賞記念～
（ピアノ）（ヴァイオリン）（クラリネット）

S席 ￥4,000｜A 席 ￥3,000

2018シーズン

© Katja Ruge / Decca © Hisao Suzuki

© 2008「アフタースクール」製作委員会

チケット

調整中

2018シーズン


