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ユネスコ無形文化遺産

「交響詩ひめじ」演奏会

人形浄瑠璃 文楽

壮大なシンフォニーで奏でるふるさと讃歌

笑いあり、涙ありの名作をお届けします

姫路市制百周年を記念して1989年に制作された「交響詩
ひめじ」を、合唱コンクール受賞団体とオーケストラの演
奏でお届けします。
出演／指揮：池辺晋一郎
演奏：大阪フィルハーモニー交響楽団
合唱：姫路市立灘中学校コーラス部、合唱団「響」
、
福崎町立福崎西中学校 合唱部、姫路市立広嶺
中学校 コーラス部、Chor飾西、Har
r
i
e（
sハ C 東京オペラシティ文化財団
リーズ）
撮影：武藤 章
プログラム／
「交響詩ひめじ」全章
（池辺晋一郎作曲、川口汐子作詩）
ビゼー：カルメン組曲 第2番 他

物語を語る「太夫」、情景を音で表現する「三味線」
、一体
の人形を三人で遣う「人形」の「三業」がひとつとなり、
客席へ感動を伝える「文楽」は、世界に誇る日本の代表的
な古典芸能です。公演に先立ち、あらすじを中心とした解
説があるほか、字幕付き上演ですのでセリフや状況がわか
りやすく、初めて鑑賞される方にもおすすめです。

3月8日（日）15
：00～／パルナソスホール
／一般 2,
000円、高校生以下 1,
000円
（全席指定） ※未就学児の入場はご遠慮ください。
問 パルナソスホール
■

しょううつしあさがおばなし

あかし

ふな わか

演目／「生写朝顔話」 明石船別れの段・笑い薬の段
宿屋の段・大井川の段

「明石船別れの段」
写真：青木信二

3月20日（祝）13
：30～／文化センター 小ホール／一般 4,
000円、
高校生以下 2,
000円（全席指定） ※未就学児の入場はご遠慮ください。
C 飯島 隆

☎ 079－297－1141

問 姫路市文化国際交流財団 振興課
■

☎ 079－298－8015

合唱シリーズ Vol
.
3
千原英喜の世界

中学生 meetsオーケストラ

オーケストラの世界へようこそ！
1日限りの、“トライヤル”なコンサート

演歌やバラードに通ずるメロディ、讃美歌のような荘厳さ

中学・高校の吹奏楽部のメンバーが、日本有数のプ
ロオーケストラと共にクラシックの名曲に初挑戦。
来場者も参加できる指揮者体験コーナーやプロ奏者
による楽器ソロ特集、演奏会の最後には、あっと驚
く特別な演出も！

NHK全国学校音楽コンクール課題曲を手がける作曲家・千原
英喜を特集。民謡や演歌を思わせる特徴的なメロディで描か
れた「みやこわすれ」や、
「そのかみのかぜ」
（詩・谷川俊太
郎）
「ある真夜中に」
、
（詩・瀬戸内寂聴）
などの作品をお届けし
ます。讃美歌のような「As
s
umpt
aes
tM ar
i
a」はオルガン
伴奏でお贈りします。

出演／演奏：中学・高校吹奏楽部メンバー
日本センチュリー交響楽団
指揮：西谷 亮
司会：畝部理佐
プログラム／バーンスタイン：
「キャンディード」序曲
ホルスト：組曲「惑星」より“火星”
“木星”他

出演／指揮・お話：千原英喜
（作曲）
独唱：林 裕美子
（ソプラノ）
合唱：
「千原英喜の世界」合唱団
（公募合唱団）他

3月22日（日）14
：00～／文化センター 大ホール／
一般 3,
000円、高校生以下 1,
000円（全席指定）

3月22日（日）14
：00～／パルナソスホール／
一般 2,
000円、高校生以下 1,
000円（全席指定）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

問 姫路市文化国際交流財団 振興課
■

☎ 079－
298－
8015

高校生による演劇公演「トロイアの女」

問 パルナソスホール
■

☎ 079－
297－
1141

オルガンシリーズ Vol
.
5
長田真実 オルガンリサイタル

悲劇ってなんかワクワクする

オルガンで巡るロマン派の世界

姫路市出身の演劇プロデューサー・笹部博司さんと高
校生がお届けする「高校生による演劇公演」第4弾。
今回は初めてギリシャ悲劇「トロイアの女」を上演し
ます。これまでシェイクスピア作品に取り組んできた
高校生たちの新たな挑戦！ ぜひ劇場へ足をお運びく
ださい。

オルガンの独奏でありながら、多彩な音色で交響曲の壮
大な響きが楽しめる「オルガン交響曲」を演奏。時に甘
く美しく歌い、時に荘厳に響くロマン派の世界を、ドイ
ツとフランスの作品にのせてお届けします。
出演／長田真実（パルナソスホールオルガニスト）
プログラム／L．ヴィエルヌ：オルガン交響曲 第3番
Op．28 より
C．フランク：祈り Op．20 他

※
『高校生による演劇公演』とは、西播地域の高校演劇部員が集ま
り、演劇に関わるほぼ全て
（役者、演出、衣装、制作、照明など）
に携わり、プロの演劇人と共に製作・上演する企画です。

3月28日（土）①11
：00～ ②16
：00～、29日（日）13
：00～／
キャスパホール／500円（全席指定）
問 キャスパホール
■

P IC K
U P

☎ 079－284－5806

4月19日（日）14
：00～／パルナソスホール／
一般 1,
000円、高校生以下 500円（全席指定）

長田真実

※未就学児の入場はご遠慮ください。
問 パルナソスホール
■

☎ 079－
297－
1141

姫路市文化国際交流財団友の会会員対象

第36回 四国こんぴら歌舞伎大芝居鑑賞ツアー 参加者募集！！

現存する最古の芝居小屋・旧金毘羅大芝居
（通称：金丸座）
で毎春開催されている歌舞
伎公演です。令和初の大芝居は、松本幸四
郎改め二代目白鸚と市川染五郎改め十代目
松本幸四郎の親子襲名披露公演です。多彩
な人気俳優も顔をそろえ、高麗屋の襲名披
露を締めくくる華やかな舞台を繰り広げま
す。伝統ある芝居小屋での歌舞伎鑑賞をぜひお楽しみください。
日
場
演
出

千原英喜

時 4月24日
（金）11
：00～
（予定）
所 香川県琴平町・金丸座
目 「隅田川続俤」法界坊・双面水照月
演 松本白鸚、松本幸四郎、中村雀右衛門、中村鴈治郎、
大谷友右衛門 他
参 加 費 21,
000円
（入場料、バス代、昼食代、消費税を含む）

募集人数
申込方法

40名 ※応募者多数の場合は抽選となります。
にそれぞれの住所、氏
郵便ハガキ
（1枚につき2名様まで）
名、年令、携帯電話番号、友の会会員番号を記入し、3月1
日
（日）
から16日
（月）
までにお申し込みください
（※必着）
。
※令和2年3月～4月に当財団友の会会員であることがお申し込み条件
となります。
※1枚のハガキで代表者
（申込者）
1名＋同伴者1名
（友の会会員に限る）
の2名様まで応募できます。同伴者の方が代表者
（申込者）
となって
再度応募されると重複応募となり、受付できない場合がありますの
でご注意ください。
問 姫路市文化国際交流財団 振興課
■
「四国こんぴら歌舞伎大芝居鑑賞ツアー」係
〒670
‐8544 姫路市西延末426番地1
（文化センター内）
☎079
‐298
‐8015
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