10：00

開場 10：00

エントランス
（2F）

フラットホール
（3F）

10：00〜10：15

11：00〜11：30

開場 11：10

はばたけ堺 と
共演曲を
一緒にうたおう
12：00

12：00〜12：30

0歳からの
コンサート

公開リハーサル終了後より随時入場可

崔 勝貴
サクソフォーン
コンサート

アーティストバンク
CORONA
Trombone quartet

音屋ウインドオーケストラ 単独公演

音楽教室
ストローリード作り
0歳からの
コンサートで共演

吹奏楽公開リハーサル

開場 12：05

メインホール（5F）
／4歳から

12：15〜12：45

（OTOYA木管五重奏）

音屋ウインドオーケストラの秘密のリハーサルをちょっ
とのぞいてみよう！
14:45〜15:30（随時入場可）

井原 寿美緒
ピアノコンサート
12：45〜13：15

12：45〜13：15

OTOYA
フルート四重奏

13：00

10：00〜16：00

0歳からの
親子バレエ体験

開場 13：05

楽器体験

14：00

野間バレエ団
非公開
リハーサル

フレッシュ
クラリネット
コンサート

13：30〜14：00

OTOYA
ホルン四重奏

5Fエントランス／メインホール公演終了後
OTOYAメンバーと野間バレエ団のバレリーナが目の前に！
カメラはご持参ください

OTOYA
サクソフォーン四重奏
14：45〜15：30

15：00

吹奏楽
公開
リハーサル

3歳からの
バレエ体験

（途中入場OK）

メインホール（5F） 12：00〜12：30

自作のストローリードと歌でOTOYAのトップメンバーと共演しよう！

バレエ×吹奏楽
ソリストの共演

出

開場 14：55

開場14：45

15：00〜15：30

15：05〜15：35

アフタヌーン
ティーコンサート
BODAIにて

15：00〜15：30

アーティストバンク
0歳からの
ピアノコンサート

野間 景の
コンテンポラリー
ダンス体験

15：45〜16：15

16：00

共演曲／となりのトトロより「さんぽ」、
ハリーポッターメドレー ほか

0歳からのコンサート（OTOYA木管五重奏）

14：15〜14：45

開場14：45

メインホール（5F） 10:15〜11:00（開場10:00）

13：30〜14：00

開場 14：05
14：10〜14：40

東陶器小学校音楽隊×三国丘中学校吹奏楽部×
OTOYAメンバーとの共演
両校それぞれのステージと、最後にはOTOYAメンバーも
一緒に総勢91名の大所帯！の若さ溢れる演奏をお楽しみに。

一緒に写真を撮ろう

木管楽器
金管楽器

13：15〜13：45
13：15〜14：15

4歳〜

演奏曲／カーペンターズフォーエバー、演歌メドレー、Sing Sing Singなど
指揮者体験コーナー：吹奏楽団を思いのままに操ってみよう！

11：45〜12：15

OTOYA
クラリネット四重奏

メインホール（5F）
16:30〜17:15

それぞれがソロやオーケストラで活躍するトッププレイ
ヤー達によるスペシャル吹奏楽団の迫力あるステージを体
感して！フィナーレは、野間バレエ団と華やかにお届けします。

11：05〜11：45

演 ／山腰
橋爪
稲本
桑原
田村

まり（フル ート）、
惠 梨香（オーボエ）、
渡（クラリネット）、
正善（ファゴット）、
光 燿（ホルン）

1日お得にクラシック
堺市立東文化会館
日時：2017年3月4日（土）
・5日（日）
会場：

開場・開始 10：00

オーケストラやオペラ、バレエ、吹奏楽団など、
堺にゆかりある芸術家が大集合！
今年は2日間の開催で、多彩なプログラムをお届けします。
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山腰 まり

橋爪 惠梨香

稲本 渡

桑原 正善

田村 光燿

ストローリードを作って共演しよう！

はばたけ堺 と共演曲を一緒にうたおう

フラットホール（3F）
／４歳〜 11:05〜11:45

メインホール（5F）
／0歳〜 11:25〜11:55

みんなよく使っているストローでリードをつくるよ☆
さあ、音はうまく出せるかな？

OTOYA×
野間バレエ団
公演

3
5

バレエといえば、クラシックと思っている皆さん、吹奏
楽団の躍動感溢れるリズムと華やかなサウンドとバ
レエのコラボレーションをぜひお見逃しなく！

10：15〜10：45

10：15〜11：00

11：25〜11：55

エントランス
（3F）

開場 10：00

Welcomeコンサート

小学校・中学校
とのOTOYA
メンバー共演
11：00

リハーサル室
（3F）

4歳〜

日︵日︶のイベントスケジュール

メインホール（5F）
エントランス

メインホール（5F）
15:45〜16:15

月

音屋ウインドオーケストラ×野間バレエ団公演

3/5（日）のイベントスケジュール

講 師／音屋ウインドオーケストラメンバー
先着順（定員になり次第しめ切り）

（土）

大阪交響楽団
×
堺シティオペラ

堺を拠点に活動中の合唱団と
共演曲 花は咲く を練習しよう♪

Ⓒ飯島 隆

合唱指導・指揮／皆木信治
出 演／はばたけ堺合唱団

転換
16：30〜17：15

17：00

ホルン四重奏 14.4mの響き

Welcomeコンサート（金管アンサンブル）

音屋ウインド
オーケストラ公演

エントランス（2F） 13:30〜14:00

エントランス（2F） 10:00〜10:15

フィナーレは
野間バレエ団参加

金管楽器の華やかな音色でオープニングを
彩ります！

写真を撮ろう

出 演／米所 裕夢、OTOYA金管メンバー

鑑賞型

体験・参加型

米所 裕夢

CORONA Trombone quartet

0歳からOK

エントランス（2F）
11:00〜11:30

バレエ×吹奏楽ソリストの共演 4歳〜
フラットホール（3F） 14:15〜14:45（開場14:05）
ダンサーと演奏者を間近で、それぞれの表現を肌で
感じられる公演です。

楽器体験
木管楽器

エントランス（3F）

3歳〜

金管楽器

エントランス（2F） 11:45〜12:15
OTOYAクラリネットメンバーによる楽しさ溢れるアンサンブル
コンサート。

10：00〜16：00

出 演／OTOYAクラリネットメンバー
演奏曲／川の流れのように、茶色の小瓶 ほか

トランペット・トロンボーン・
ホルン予定

稲本 渡

桑原 正善

井原 寿美緒

出 演／OTOYAフルートメンバー
演奏曲／想い出は銀の笛 三浦真理
「ディズニー」より ほか

０歳からの親子バレエ体験

12:45〜13:15

３歳からのバレエ体験

アフタヌーンティーコンサート

大人
向け

フレンチ工房BODAI（2F） 15:05〜15:35（開場14:45）
お茶とお菓子を楽しみながら優雅な
ひとときをお楽しみください。

野間 景のコンテンポラリーダンス体験 6歳〜

出演／陶器香帆（フルート）
当日申込制（お茶代200円）
定員30名予定
※公演当日、11時〜13時まで2F受付にて
受付を致します。希望者が多い場合、
抽選となります。

13:30〜14:00
指導／比嘉さおり（野間バレエスクール主任講師）
※動きやすい服装、靴下（滑りにくいもので、できれば綿100％）で
ご参加ください。※水分補給のためドリンクをお持ちください。

リハーサル室（3F） 15:00〜15:30（開場14:45）
形にとらわれず、空間を感じながら
踊るコンテンポラリーダンスの
ワークショップ。
陶器 香帆

指 導／野間 景（野間バレエ団）、
上坂 朋也（タブラ奏者）

OTOYAサクソフォーンメンバーがノリノリな
音楽をお届けします。
出 演／西本 淳、OTOYAサクソフォーンメンバー
演奏曲／ルパン三世のテーマ、情熱大陸 ほか

西本 淳

※ 全館フリーパス制 一部参加料の必要な公演あり ※

チケットのお求め 1月13日（金）発売
各1日券

ポップス・ジャズを中心に、みんなで楽しめる
プログラム。

エントランス（2F） 12:45〜13:15

親子でご参加いただけますよ♪

野間バレエ団
×
音屋ウインド
オーケストラ

０歳からのピアノコンサート

OTOYAフルートメンバーによる
華麗なるひとときをお楽しみください。

リハーサル室（3F）

（日）

フラットホール（3F） 15:00〜15:30（開場14：55）

魅惑のフルート四重奏

バレエ体験レッスン

荒瀬 結記子

エントランス（2F） 14:10〜14:40
今村 愛 片山 佳那子 清水 一生 堤 友香

吹奏楽の主役（？）クラリネットの四重奏

10：00〜16：00

フルート・クラリネット予定

出演／荒瀬 結記子（野間バレエ団）
、稲本 渡（クラリネット）、
桑原 正善（ファゴット）
、井原 寿美緒（ピアノ）

、

出 演／世古宗 優、OTOYAホルンメンバー
演奏曲／ムーンライトセレナーデ、ホルン四重奏（ホミリウス）など

ファンキーなサクソフォーン四重奏

トロンボーンカルテット。
出演／今村 愛、片山 佳那子
清水 一生、堤 友香

OTOYAホルンパートが雄大なサウンドで癒しのひとときを
お届けします。
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入場料

出 演／高須 有佳
演奏曲／虹の彼方に、美女と野獣 ほか
山腰 まり

崔勝貴 サクソフォーンコンサート 4歳〜
フラットホール（3F） 10:15〜10:45（開場10:00）

井原 寿美緒ピアノコンサート 4歳〜

井原 寿美緒

フラットホール（3F） 13:15〜13:45（開場13:05）
崔 勝貴

第２回堺学生管楽器ソロコンクールグランプリ
受賞者によるクラシックコンサート。
出 演／竹内 良宜（クラリネット）
演奏曲／第一狂詩曲 ドビュッシー など

野間 景
は、堺市新進アーティストバンク登録アーティスト

（公財）堺市文化振興財団
東文化会館
栂文化会館
美原文化会館（アルテベル）
ローソン（Lコード:54950）TEL 0570-084-005
e＋（イープラス） http://eplus.jp/

フレッシュクラリネットコンサート 4歳〜

出 演／崔 勝貴（OTOYAサクソフォーン奏者）
演奏曲／リベルタンゴ、アディオス・ノニーノ
など

のついている公演は0歳から参加できます。

竹内 良宜

2日間通し券

大人 2,500 円
子ども 1,300 円

※2日間通し券
（100セット限定）

※子ども料金は4歳から中学生まで ※３歳以下のお子様の入場には制限があります
※2日間通し券（大人：2,500円・子ども：1,300円）は、
（公財）堺市文化振興財団のみの取り扱いとなります
※駐車場（有料）には限りがありますので、
公共交通機関でのご来場にご協力ください。

フラットホール（3F） 12:15〜12:45（開場12：05）
演奏曲／ポロネーズ 第6番「英雄」 ショパン
月の光 ドビュッシー など

クラシックからポップスまでジャンルを超えた
様々な音楽をお届けします。

※当日各500円増

高須 有佳

ザビエル・ラック

大人 1,500 円
子ども 800 円

あっとさかい
Facebookで「あっとさかい」の
最新情報をご覧ください。

電話予約 1/16（月）より

（公財）堺市文化振興財団

TEL 072-228-0055

（受付時間／平日9：00〜17：30）

主催 堺市、
（公財）
堺市文化振興財団
協力 （株）
ヤマハミュージックジャパン、
（株）
ヤマハミュージックリテイリング堺店、
堺フィルハーモーニー交響楽団、
堺市音楽団
ビーム・ムジカ・アンサンブル、
フレンチ工房 BODAI
後援 堺市教育委員会

10：00

エントランス
（2F）

フラットホール
（3F）

開場 10：00

ニューフェイス
Welcome
コンサート

（新人演奏会受賞者）

11：00

10：15〜10：45

アーティストバンク
0歳からのコンサート
ピアノ＋ソプラノ

10：30〜11：00

Welcome
コンサート

11：15〜11：45

11：30〜12：20

12：00

みんなで愉しむ
アニメソング

13：00

木管楽器

Couleur

11：45〜12：45

アーティストバンク

弦楽器

楽器体験

大阪交響楽団
金管
アンサンブル

（ホースラッパ共演）

13：00〜13：30

エントランス
コンサート

開場 13：30

打楽器

13：45〜14：15

アーティストバンク
サクソフォーンカルテット
コンサート

13：15〜14：15

13：45〜14：15

「泥棒とオールドミス」
レクチャー講座

楽器体験

開場 13：45

金管楽器

エントランス（5F）
／0歳から

メインホール公演をよりお楽
しみいただける事間違いなし。

木管五重奏

•12：45〜13:15

非公開のリハーサルをちょっ
とのぞいてみよう！

■さっきまでステージにいた
大阪交響楽団・堺シティオ
ペラメンバーが目の前に！

11:30〜12:20
（先着10組限定）
１組5〜10分でご案内させて
いただきます（受付順にスター
ト時間をお知らせします）

• メインホール公演終了後
• 終演後エントランスにて
• カメラはご持参ください

メインホール（5F）
10:15〜10:50（開場10:00）

4歳〜

〜 第45回堺市新人演奏会での受賞者によるコンサート 〜

新田 千尋（サクソフォン：優秀賞）率いるサクソフォーンカルテット
出 演／新田 千尋、植田 藍子 、玉田 敏洋、唐仁原 加苗

坂口 仁菜

新田 千尋

14：45〜16：00

大阪交響楽団×
堺シティオペラ

Welcomeコンサート

アーティストバンク

エントランス（2F） 10:30〜11:00

「泥棒と
オールドミス」

大阪交響楽団のメンバーによる弦楽四重奏のウェルカム
コンサートをお楽しみください。

演奏曲／アイネ・クライネ・ナハトムジーク モーツァルト ほか

大阪交響楽団・
堺シティオペラと
写真を撮ろう
5Fエントランスにて

開場16：00

16：00〜17：00

16：15〜17：00

スタンプラリー
大阪交響楽団＆
堺シティオペラ

ティータイム
コンサート
大阪交響楽団

バイオリン＋ピアノ
BODAIにて

17：00
鑑賞型

フラットホール＋
3Fエントランスにて

4歳〜

フラットホール（3F） 12:15〜13:00（開場12:00）
出 演／徳田 知希・松田 貴之（トランペット）、中西 順（ホルン）、
矢巻 正輝（トロンボーン）、瀬見 裕章（チューバ）

ホースラッパを作って共演しよう！
フラットホール（3F）
／４歳〜10歳 10：00〜10：30
ホースラッパを作ってこのコンサートで共演が出来るよ！
事前申し込み制（先着１５名）
参加費／200円
申込方法／072-228-0440（受付開始／２月１３日（月）より）
（堺市文化振興財団にて受付 平日9:00〜17:30）
講師／大阪交響楽団 矢巻 正輝（トロンボーン副首席奏者）

16：15〜17：00

アフターコンサート
大阪交響楽団
チェロ＋コントラバス
デュオコンサート

スタンプラリー
大阪交響楽団＆
堺シティオペラ
フラットホール＋
3Fエントランスにて

ふめんカードに ♪ はいくつおせたかな？
カードをもって出演者に会いにいこう！

大人
向け

フレンチ工房BODAI（2F） 16:15〜17:00（開場16:00）
大阪交響楽団名物ヴァイオリン奏者 吉岡克典による楽しい
お話とヴァイオリン演奏のひととき。
出 演／吉岡 克典（お話とヴァイオリン）
吉岡 麻梨（ピアノ）
当日申込制（お茶代200円）
定員30名予定
※公演当日、11時〜13時まで2F受付にて
希望者が多い場合、抽選となります。

木管楽器
3Fエントランス
（10:15〜11:15）
フルート・クラリネット

金管楽器
3Fエントランス
（13:15〜14:15）
トランペット・
トロンボーン など

弦楽器
3Fエントランス
（11:45〜12:45）
ヴァイオリン・
コントラバス
など

打楽器
5Fメインホール
（13：15〜13：45）

フラットホール（3F） 11:15〜11:45（開場11:00）
出 演／堺シティオペラ
森原 明日香
柏山 恵菜
小林 夏実
山本 麻代（ピアノ）森原 明日香 柏山 恵菜 小林 夏実 山本 麻代

大阪交響楽団メンバーによる木管五重奏楽器紹介コーナーや、
共演コーナーもあります。

2Fエントランス
（11：15〜11：45）
出 演／村尾 梓（ファゴット） 、
吉田 奈穂（フルート）、
乾 真理子（フルート）、
松本 今日子（クラリネット）

村尾 梓

吉田 奈穂

乾 真理子

松本 今日子

親子で楽しむヴォイストレーニング

4歳〜

リハーサル室（3F） 11:00〜11:30（開場10:45）

ハープで味わう名曲の数々

❶13：30〜

2Fエントランス
（13：45〜14：15）
出 演／新田 千尋、植田 藍子 、
玉田 敏洋、唐仁原 加苗
植田 藍子 玉田 敏洋 唐仁原加苗
ほか

菊田 隼平

小学校
高学年〜

ハープの音色とソプラノの響きを楽しもう！

田中 惠津子

平成29年2月11日（土）

❷16：00〜

❶14：00〜

会場／アリオ鳳1階アリオコート（JR阪和線「鳳」駅下車）
出演／堺シティオペラ（❶13：30〜）
山川 大樹、塩見 玲衣、中村 茜、
森原 明日香、柏山 恵菜、小林 夏実、山本 麻代（ピアノ）
大阪交響楽団 木管五重奏（❷16：00〜）
小林 志穂（フルート）、津末 佐紀子（オーボエ）、
村瀬 司（クラリネット）、西浦 豊（ファゴット）、青木 宏朗（ホルン）

0歳からのコンサート

❷16：30〜

会場／イオンモール堺鉄砲町（南海本線「七道」駅すぐ）
出演／音屋ウインドオーケストラ 木管五重奏
野村 茉由（フルート）、橋爪 惠梨香（オーボエ）、
稲本 渡（クラリネット）、桑原 正善（ファゴット）
田村 光耀（ホルン）

毎年人気のコンサート。今回はピアノと
歌で、みんなで楽しもう。
出 演／安田 保奈美（ピアノ） 、
和田 悠花（ソプラノ）
安田 保奈美

Couleur（クルール

和田 悠花

注意事項

）

※各プログラム会場は飲食禁止です

クラリネットの優しい音色に
つつまれるひとときを。
出 演／神田 愛子、鐡野 佳奈子、
萩原 亜弓

おことわり①

おことわり②

おことわり③

状況に応じて各プログラム入場制限
をさせていただく場合がありますの
で、
ご了承下さい。

体験・先着順のものは、終了時間前
に締切になる場合があります。

各プログラムの開場時間は目安です。
随時係員がご案内いたします。

出演／大谷 雄一
（チェロ首席奏者）
、
大槻 健太郎
（コントラバス首席奏者）
演奏曲／ロッシーニ
チェロとコントラバスの
ための二重奏曲より ほか

大谷 雄一

会場のご案内

至難波

大人

アフターコンサート

向け

登美丘
東小学校

ちょっと変わったチェロ＆コントラバス
〔Duo Progre〕による
コンサート。ちょっとシックな時間をお過ごしください。

リハーサル室（3F） 13:00〜13:30（開場12:45）
出 演／田中 惠津子（堺シティオペラ）、
野田 千晶（ハープ）
演奏曲／日本歌曲 「小さな空」武満 徹、
ハープ演奏 「BUGAKU」黛敏郎 ほか

平成29年1月22日（日）

リハーサル室（3F） 16:15〜17:00（開場16:00）

声を出す時の呼吸法・表現力が学べます。
今までの歌声がかわるかも!?
講師／菊田 隼平（堺シティオペラ）
定員１５名（先着順）

まちなかコンサート

サクソフォーンカルテット

神田 愛子 鐡野佳奈子 萩原 亜弓

吉岡 克典

（前：ウインドオーケストラ＜ACROSS＞）
稲本渡、西本淳、米所裕夢、石川直を始め、
それぞれ
がソリストとして活躍するトップ奏者＜音屋＞の集まり
による、堺に拠点を置くスペシャル吹奏楽団。ポップス
から演歌まで、世界で活躍する演奏家による吹奏楽本
来の華やかで楽しさ溢れる迫力のステージは、大きな
反響を呼んでいる。 http://otoya-ent.com

木管四重奏

リハーサル室（3F） 12:00〜12:30（開場11:45）

リハーサル室（3F） 14:00〜14:30（開場13:45）

3歳〜

エントランスコンサート

野間バレエ団は創立1992年以来、全ての公演を地元堺
市で上演する地域密着のバレエ団。
08年、09年『文化庁芸術祭「芸術祭優秀賞」』2年連続で
受賞、地元堺市から
「栄誉賞」
「 功績者」の2年連続表彰、
また団長野間康子の「橘秋子賞功労賞」など多くの栄えあ
る賞を受賞し、多方面から大きな期待、注目を集めている。

フラットホール（3F） 10:15〜10:45（開場10:00）

木管五重奏

１つの楽器体験ごとに１個、
ふめんカードにおんぷスタンプをおそう！

音屋ウインドオーケストラ

ベルヒル
北野田

キ

歩行者デッ

南海バス ●
北野田駅前

大槻 健太郎

Ⓒ飯島 隆 大阪交響楽団

は、堺市新進アーティストバンク登録アーティスト
のついている公演は0歳から参加できます。

アミナス
北野田

東文化会館

● 交番

西口

※ご注意：3チームのうち、1チームのふれあいになります。ご協力お願いします。

出 演／大渕 雅子

みんなで愉しむアニメソング

受付を致します。

1978年 堺市民オペラ として産声を上げその後「堺から
世界へ」
をモットーとし、定期オペラ公演では海外から歌
手やスタッフを招聘し、
ハイレベルな音楽文化を内外に発
信している。
また地域の芸術文化の発展に力を注ぎ誰も
が気楽に楽しめるコンサートやKid sClubを開催する他オ
ペラアカデミーを開設し若手育成にも取り組んでいる。

野間バレエ団

ダイエー

ふめんカード（五線紙）に、スタンプポイントで好きな ♪ を
押して、出来上がった曲を大阪交響楽団と堺シティオペラの
メンバーが演奏。オリジナルの曲を作曲できちゃう！
フラットホール（3F）とエントランス（3F）のどこかの楽団
チームをえらんでね。

イタリア語で 天使の声 といわれる「チェレスタ」をご存知ですか？
「魔笛」や「マ・メール・ロワ」などで活躍している珍しい楽器を
堺シティオペラの歌手とともにご紹介します。

大阪交響楽団メンバーによる弦楽合奏の伴奏で、堺シティ
オペラの歌手とともに歌の名曲の数々をお楽しみください。

ティータイムコンサート

1980年創立。永久名誉楽団代表・敷島博子が『聴くも
のも、
演奏するものも満足できる音楽を
！』
を提唱。音楽監
督・首席指揮者 児玉宏、
常任指揮者 寺岡清高。知られ
ざる名曲に光をあてるディスカヴァリー・クラシックシリーズ
など、
斬新で意欲的なプログラムは大きな注目を集めてい
る。http://sym.jp

田
北野
線・
高野
南海

3歳〜

エントランス（2F） 12:15〜12:45

エントランス（2F） 13:00〜13:30

0歳からOK

楽器体験＆スタンプラリー
スタンプラリー

天使の声コンサート

エントランスコンサート

体験・参加型

大阪交響楽団金管アンサンブル

16：00〜17：00

開場16：00

堺シティオペラ

確かな技術と豊かな表現力をもち合わせた期待の新人
可憐な見た目とは裏 腹にアグレッシブな演奏をお届けします

開場 14：15

16：00

■リハーサル終了後、指揮台に
立てるよ！（団員はいません）

大阪交響楽団

出 演／坂口 仁菜（ピアノ：最優秀賞）
演奏曲／「愛の悲しみ」「愛の喜び」クライスラー＝ラフマニノフ ほか

14：00〜14：30
楽器紹介
共演コーナーあり

15：00

フラットホール（3F）
／４歳から

写真を撮ろう！

ニューフェイスWelcomeコンサート

ハープで味わう
名曲の数々

楽器体験

親子室でリハーサル
見学しませんか？

13:45〜14:15
（開場13:30）
講師／山川 大樹
（堺シティオペラ）山川 大樹

開場 12：45

Ⓒ飯島 隆

柴田 真郁

『泥棒とオールドミス』
レクチャー講座

出演者プロフィール

4

堺シティオペラ出演者は、新春オーディション
で決定！ 大阪交響楽団の演奏で、メノッティ
作曲 オペラ
『泥棒とオールドミス』
を上演します。堺シティオペラとの
コラボレーションを演奏会形式
でお楽しみください！
指揮者／柴田 真郁

親子で楽しむ
ヴォイス
トレーニング

（クルール ）

12：15〜13：00

13：00〜13：30

14：00

楽器体験

12：00〜12：30

開場 12：00

転換・準備

13：15〜
13：45

10：15〜11：15

開場 11：45

天使の声
コンサート

指揮台で
写真を
撮ろう

（事前申込要）

11：00〜11：30

11：15〜11：45

アーティストバンク
木管四重奏
コンサート

12：15〜12：45
12：45〜（予定）

大阪交響楽団
ホースラッパを
作って共演しよう

開場 10：45
開場 11：00

大阪交響楽団×
堺シティオペラ
親子室
リハーサル見学

エントランス
（3F）

10：00〜10：30

開場 10：00

10：15〜10：50

リハーサル室
（3F）

4

3

歳〜

日︵土︶のイベントスケジュール

メインホール（5F）
エントランス

大阪交響楽団×堺シティオペラ

メインホール（5F）
14:45〜16:00（開場14:15）

月

3/4（土）のイベントスケジュール

至高野山

堺市立東文化会館
アクセス
南海電鉄高野線「北野田」駅直結
南海バス
「北野田駅前」
すぐ
※駐車場（有料）には限りがありますので、公共交通機関で
のご来場にご協力ください。
問合せ：
（公財）堺市文化振興財団
TEL.072-228-0440（平日 9：00〜17：30）

