
〈ホール企画 ラインアップ〉
2020年1月～12月

文化芸術会館 友の会会員募集中
お申込み　郵便振替〈00960-0-328420〉もしくは文化芸術会館にて直接お申込みください。

年会費 1,500円（入会金なし）

主な
特典

＊当館催物案内（毎月発行）をお届けします。　＊当会館主催公演のご優待割引及び先行予約ができます。
＊他団体主催公演の前売券を割引いたします。（但し、催事により異なりますので、その都度お問い合せください）
＊府民ホール及び文化博物館のご優待割引をいたします。　＊当館１Ｆ喫茶をご利用の際に一部割引をいたします。

京都府立文化芸術会館について

ホールについて

上記のホール企画以外にも3階和室では「上方落語
勉強会」や「狂言五笑会」など、演者との一体感が醍醐
味の企画が盛りだくさん！乞うご期待！

1月8日［水］ 18時開演［30分前開場］

10月30日［金］～11月1日［日］

前売5,000円［当日500円増］指 4,500円［前売のみ］友

前売4,000円［当日500円増］指

指指定席 自由席 文化芸術会館友の会優待価格［前売のみ］指定席自自由席 友文化芸術会館友の会優待価格［前売のみ］

3,500円［前売のみ］友

2月8日［土］～16日［日］ 

7月中旬～8月初旬  8月8日［土］・9日［日］ 

2月29日［土］・3月1日［日］

3月6日［金］　　　　   ・7日［土］

3月21日［土］開演時間未定／入場料未定

チコ
～アニミズム会議の記録～

（仮題）

１日券 一般前売1,000円ほか自

一般前売2,000円 高校生以下1,000円均一自

桂ざこば 桂 南光 三遊亭円楽 桂 紅雀 桂 そうば

上田　希
〈クラリネット〉

開演時間未定

原作 なかえよしを　脚本・演出 中田達幸

※日時指定／上記以外に学生券・ABセット券等の設定あり

石上真由子
〈ヴァイオリン〉

船橋美穂
〈ピアノ〉

第41回 創造音楽劇

開館五十周年記念特別バージョン〈仮〉

京都を拠点に活動している音楽家と
俳優（演劇・人形劇）が舞台作品を
創り上げます！子どもから大人まで、
幅広い世代の心に響く音楽劇！

　京都を中心に関西全域
から広く参加を募り、日頃
の活動成果を披露する、
「京都の冬」恒例の演劇祭。
子どもから大人まで、幅広
い世代で楽しめる人形劇
から、涙なしでは観られな
い感動巨編まで、オリジナ
リティ溢れるバラエティ
豊かな作品が目白押し！
子どもから大人まで「丸ごと
１日楽しめる」演劇祭です！
どうぞご期待ください。

参加者を広く
募り、プロの人
形劇役者・劇場
スタッフと共に
ワークショッ
プを経て、舞台
作品を創り上
げ、上演まで行
う、約2週間の
短期集中企画。

12:00【Aプログラム】
16:00【Bプログラム】

11:00【Bプログラム】
14:30【Aプログラム】

Ａ
プ
ロ
グ
ラ
ム

Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム

生写朝顔話

ひらかな盛衰記

生写朝顔話

ひらかな盛衰記

日高川入相花王

明石船別れの段 笑い薬の段 

 宿屋の段 大井川の段

松右衛門内の段 逆櫓の段

渡し場の段

狂言五笑会
　　   　         〈特別公演〉

イッセー尾形上方落語勉強会

開館50周年を祝し、会場
をホールに移しての開催
です。五笑会のメンバー
を含む茂山千五郎家の
狂言師と共に賑々しく
　　　　お届けします。

おなじみの常連さんも、イッセー尾形の一人芝居が
お初の人も、 劇場でひと笑い、お家に帰ってからも
思い出し笑いで、 楽しい秋の一日をお過ごしください。

大好評の白石加代子「百物語
シリーズ」アンコール上演。
今回は伝説の第一夜「箪笥」
（半村良著）に「ちょうちんが
割れた話」（夢枕獏著）、「如菩
薩団」（筒井康隆著）等々の珠
玉の演目で開催いたします。

桂米朝師の肝入りで1972年より続けてき
ました上方落語勉強会も、開館50周年とい
う節目の年を迎え、会場をホールに移し、
特別ゲストを迎えて開催いたします。

本番公演ワークショップ

合同創作

人形劇
人形を作る

トコロから

舞台で上演す
るトコロまで

「全部」やっ
ちゃいます

！

開演時間未定／入場料未定

入場料未定

11月7日［土］開演時間未定入場料未定

12月7日［月］ 19時開演

白石加
代
子

☎☎

ホールロビー

２階展示室１階展示室

洋室B会議室洋室A会議室

和室B和室A

舞台から客席

京 都 公 演 2 0 2 0

下記のラインアップは2019年
9月時点の予定のため、日程や
内容につきましては変更となる
場合があります。
予めご了承ください。

Since
1970.1.8～
Since
1970.1.8～
～京都の舞台芸術を
　　支え続けて半世紀～

人
形
浄
瑠
璃

京 都 公 演
7月～8月

2月

2020年1月

3月

11月
10月

12月

　京都府立文化芸術会館は、京都府開庁100年記念事業
のひとつとして、京都における文化芸術活動の拠点と
して、演劇・古典芸能・舞踊・音楽などの上演及び美術･
工芸作品等の展示の両者を総合した文化施設として、
昭和45年（1970年）1月8日に開館しました。
　開館以来、京都における文化芸術の創造･発信の中核
施設として広く利用されています。

　最後列にいても、舞台で演じる者の息遣いが伝わる。
また演じる側には、客席の反応がダイレクトに跳ね
返ってくる、客席と舞台が一体感を持つホールです。
　400席という客席数を持ちながら、舞台面積と客席
面積がほぼ同じ、というまれに見る構造だからこそ、その
感覚が味わえます。

友の会先行発売：11/９［土］ 一般発売
：11/16［土］ 共に10時より　
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