
2019
10.25［金］19時／26［土］15時／27［日］15時

　　５,０００円［文化芸術会館友の会 ４,０００円 ※前売のみ］
主催 指定管理者 創［（公財）京都文化財団・（株）コングレ共同事業体］　協力 イッセー尾形事務所

京都府立文化芸術会館☎０７５-２２２-１０４６
京都市上京区河原町通広小路下ル／市バス「府立医大病院前」下車スグ前

当日券は5,500円／前売券完売の場合は当日券はございません。

全席指定
日時指定

［受付時間９時～18時］

〈友の会先行〉
６月22日（土）
〈一般発売〉
7月6日（土）
共に10時ﾖﾘ

前売開始

各30分前開場

都
会
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化
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、
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「地下駐車場」
都会の真ん中のうす暗い地下駐車場にも「働き方改革」がやって来たようです。利用者にとっては

ただでさえスムーズにいかないめんどくさい駐車場、輪をかけてどんどんややこしくなっていき

ます。うす暗い、窮屈な場所で、もつれた糸はほどけそうもありません。

「謝罪記者会見」
缶詰工場の代取たちが並んでかしこまってます。よくTVで見かける謝罪風景かなと思って

いると....馬鹿馬鹿しいネタです(笑)。

「６０５」
マンションの一室にご近所さんが「お米めぐんで」と突如現れます。ご主人を亡くしたばかりで、

ようやく食欲が出たとのこと。

優しく迎えた夫婦もやはり初老。さてあがりこんだ未亡人と話は盛り上がるのでしょうか？

「雪子の冒険｠満州編」
前回やった立体紙芝居の続編です。

スイマセン、新しいお面作っちゃったもんで、やろうと思います。雪子ちゃんたち飛行船に乗って

満州まで行っちゃいましたあ。

●会館の駐車スペース（有料150円／30分）に限りがございます
　ので、公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。

京都府立文化芸術会館ホール

京都府立文化芸術会館  http://www.bungei.jp
京都市上京区河原町通広小路下ル  ☎075-222-1046

2019年10月25日（金）19時／26日（土）15時
　　      27日（日）15時（各30分前開場）
料　　　　   金　一般5,000円［友の会価格4,000円※前売のみ］（全席指定／日時指定／当日500円増）　
チケット取扱い　京都府立文化芸術会館 ☎075-222-1046
　　　　　　　 チケットぴあ ☎0570-02-9999 ［Pコード：494-929］
　　　　　　　 ローソンチケット ☎0570-084-005 ［Lコード：56427］
　　　　　　　 府民ホールアルティ ☎075-441-1414
お 問 い 合 せ　京都府立文化芸術会館 ☎075-222-1046（受付時間9:00～18:00）
主　　　 　　催   指定管理者 創［（公財）京都文化財団・（株）コングレ共同事業体］
協　　　 　　力   イッセー尾形事務所

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

19時
イッセー尾形〈京都公演〉のあゆみ 於：京都府立文化芸術会館ホール

1995年6月22日・23日 イッセー尾形の都市生活カタログスペシャル

1997年1月20日・21日 イッセー尾形の都市生活カタログスペシャル

1998年1月26日・27日 イッセー尾形の都市生活カタログスペシャル

1999年2月1日・2日 イッセー尾形の都市生活カタログスペシャル

2000年2月3日～5日 イッセー尾形の都市生活カタログスペシャル

2001年2月1日～3日 イッセー尾形の都市生活カタログスペシャル

2002年4月19日～21日 イッセー尾形のとまらない生活２1世紀版

2004年9月3日～5日 イッセー尾形のとまらない生活2004 in 京都

2005年9月23日～25日 イッセー尾形のとまらない生活2005 in 京都

2006年9月30日～10月1日
   　　　　　　  イッセー尾形のとまらない生活2006秋の新ネタIN京都

2007年5月11日～13日 イッセー尾形のとまらない生活2007 in 京都公演

2008年5月9日～11日
   　　　　　　　イッセー尾形のこれからの生活2008 春の新ネタ in 京都
2009年5月22日～24日 イッセー尾形のこれからの生活2009 in 京都公演

2010年3月12日　小松政夫とイッセー尾形のびーめん生活2010 in 京都

2010年3月13日・14日 イッセー尾形のこれからの生活 in 京都

2010年11月26日～28日 イッセー尾形のこれからの生活2010 in 京都

2011年6月18日・19日 イッセー尾形のこれからの生活2011 in 京都

2012年5月19日・20日 イッセー尾形のこれからの生活2012 in 京都

2017年9月29日～10月1日　イッセー尾形の妄ソーセキ劇場 2017 in 京都

2018年9月28日～9月30日　イッセー尾形の妄ソー劇場 文豪カバーその２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2018 in 京都
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出演　イッセー尾形
舞台監督／高橋 大　衣装／白石 敦子　小道具／新本 由理

●【JR京都駅から】市バス4系統・17系統・205系統
　【四条河原町から】市バス3系統・4系統・17系統・205系統
　【三条京阪から】市バス37系統・59系統
　 ※いずれも「府立医大病院前」バス停下車スグ前
●京阪電車／「出町柳」駅もしくは「神宮丸太町」駅から徒歩約12分

京都御苑

あと二本ほど作るつもりです。
いつものように、このボンヤリが形になれ！と願ってます。

さて今回は文豪シリーズの三回目ではあるのですが、そろそろ本家離れが
始まってます。
取っ掛かりは名のある文豪の作品なのですが、台本書いてますと、二頁目から
もう違ってます。あるいは一頁目から。またあるいは思い出したように現れます。
｠要は、好きにやってます(笑 )です。
｠ぜひぜひご覧ください！

京都公演ラインナップ

〈友の会先行〉6月22日（土）
〈一般発売〉7 月6 日（土）共に10時ﾖﾘ

前売
開始

＊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。
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