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作 成 年 月 日 令和3年3月22日 
作成部局課室名 企画県民部知事公室芸術文化課  

 
兵庫県立芸術文化センター LINE UP 2021 

阪神・淡路大震災からの「心の復興、文化の復興」のシンボルとしてスタートし

た、兵庫県立芸術文化センターは、佐渡裕芸術監督のもと、地元・西宮をはじめ多

くの県民・ファンの皆さまの“心の広場”としてご愛顧いただき、にぎわい続けて

います。 
コロナ禍の中、多くの公演が中止・延期となっていますが、このような時だから

こそ、感染防止対策を徹底したうえで皆さまにお楽しみいただくべく、令和３年度

も魅力あるラインナップ（主催 278 公演）を揃え、幅広い期待に応えていきます。 
 佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ 2021 喜歌劇「メリー・ウィドウ」や、兵庫芸

術文化センター管弦楽団の演奏、河内特別参与企画による「BUNRAKU 和と洋で

聴くシューベルトの『魔王』」、ひょうごの民俗芸能祭など､多彩で上質な舞台芸術を

皆さまにお届けします。どうぞ､ご期待ください。 

ホール別の主催事業・公演数 

区 分 
芸術文化センター事業 芸術文化センター管弦楽団事業 

 主催事業計 
主催事業 舞台芸術団体 

フェスティバル等   演奏活動 青少年芸術体験事業 

KOBELCO大ホール 38事業 53公演 4事業  4公演 11事業 25公演 1事業 40公演 54事業122公演 
阪急 中ホール 41事業 90公演 7事業 13公演 ― ― 48事業103公演 
神戸女学院小ホール 28事業 28公演 3事業  3公演  6事業  6公演 ― 37事業 37公演 

小計 107事業171公演 14事業 20公演 17事業 31公演 1事業 40公演 139事業262公演 
外部公演 4公演 ―  1事業 1公演 ― 1事業  5公演 

楽団外部依頼公演 ― ― 9事業 11公演 ―   9事業 11公演 
計 107事業175公演 14事業 20公演 27事業 43公演 1事業 40公演 149事業278公演 

【基準】 【36事業58公演】 【48公演】 【40公演】 【146公演】 
【上記以外の普及事業】 
広報普及イベント（公開リハーサル、レクチャー・トーク、ワークショップ、バックステー

ジツアー、企画展示、西北活性化協議会イベント等）、楽団アウトリーチ活動等 

１ 佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2021 喜歌劇「メリー・ウィドウ」 ８公演 

  “オペレッタ銀の時代”を彩るレハールの「メリー・ウィドウ」。2008年に上演し大き

な反響を呼んだ作品が時を経て、楽しさはそのままに新たなキャストで贈る“改訂新制作”

を果たします！ 
◎ 全３幕／日本語上演・日本語字幕付／改訂新制作 

◎ 日程：7月16日(金)､17日(土)､18日(日)､20日(火)､21日(水)､22日(木･祝)､24日(土)､25日(日) 

◎ 主な出演者・スタッフ 
・指揮：佐渡 裕（兵庫県立芸術文化センター芸術監督） 
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・演出：広渡 勲 
・装置：サイモン・ホルズワース 
・衣裳：スティーヴ・アルメリーギ 
・主な出演者（ダブル･キャスト）   

公演日 7/16・18・21・24 7/17・20・22・25 
ハンナ・グラヴァリ 高野百合絵 並河寿美 

ヴァランシエンヌ 高橋 維 市原 愛 

ダニロ・ダニロヴィッチ伯爵 黒田祐貴 大山大輔 

シルヴィアーヌ 香寿たつき 

ニエグシュ 桂 文枝 

・合唱：ひょうごプロデュースオペラ合唱団 

・管弦楽：兵庫芸術文化センター管弦楽団 

【オペラ･プレ事業】ハイライトコンサート～ええとこどり！ 
西宮(4/15～17)､稲美(4/18)､洲本(4/24)､小野(5/15)､丹波篠山(5/16)の県内５会場で上演 

【オペラ関連企画】ワンコイン･プレ･レクチャー（5/26、6/24）、公開リハーサル､ワーク

ショップ、ポッケ展示などを実施 

２ 兵庫芸術文化センター管弦楽団（ＰＡＣ） 
  芸術文化センター専属のプロオーケストラとして、毎年世界各地でオーディションを実

施し、優秀な若手演奏家を中心に構成する兵庫ならではのユニークな「フレッシュでイン

ターナショナル」なオーケストラで、兵庫から世界に人材を育て発信する「オーケストラ

アカデミー」の要素も併せ持ち、定期演奏会の開催、プロデュースオペラへの出演、県内

各地でのアウトリーチ活動、わくわくオーケストラ教室など、多彩な活動を展開します。 

(1) 定期演奏会 

16 シーズン目となる、2021-2022 シーズン定期演奏会では、佐渡裕芸術監督をはじめ、

世界一流の客演指揮者やソリストを招聘し、オーケストラの醍醐味を味わえる幅広いレパ

ートリーを演奏します。 
2021-2022シーズン定期演奏会（９回 各３公演） 

 日 程 指 揮 ソリスト 
第126回 9月17日(金)～19日(日) 佐渡 裕（芸術監督）  ［フルート］スタティス・カラパノス 
第127回 10月22日(金)～24日(日) 川瀬賢太郎   ［ホルン］シュテファン・ドール 
第128回 11月26日(金)～28日(日) ユベール・スダーン ［ヴァイオリン］ヴィヴィアン・ハーグナー 

第129回 R4年1月14日(金)～16日(日) 佐渡 裕（芸術監督） 
［アコーディオン］御喜美江 
［ソプラノ］石橋栄実 

第130回 R4年2月11日(金･祝)～13日(日) シルヴァン・カンブルラン  ［ヴィオラ］ティモシー・リダウト 
第131回 R4年3月18日(金)～20日(日) ピエタリ・インキネン ［ヴァイオリン］川久保賜紀 
第132回 R4年4月15日(金)～17日(日) 井上道義  
第133回 R4年5月13日(金)～15日(日) 佐渡 裕（芸術監督） ［クラリネット］ラスロ・クティ 
第134回 R4年6月10日(金)～12日(日) 下野竜也 ［ピアノ］プラメナ・マンゴーヴァ 
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(2) 特別演奏会 

名曲コンサート、ファミリーコンサート、ポップスコンサートなど親しみやすい公演

により幅広い観客ニーズに応えます。 
(3) 室内楽演奏会 

バロックから現代曲まで、さまざまなレパートリーを多様な編成で演奏し、室内楽の

魅力を伝えます。 
(4) 青少年芸術体験事業「わくわくオーケストラ教室」の実施 40公演 

兵庫県内の中学 1 年生全員（約 5 万人）を対象に、本格的な交響楽団の演奏に親しむ

機会を設け、これからの社会を担う生徒の豊かな感性、創造力を育むとともに、音楽教

育（体験教育）の振興を図ります。 
(5) アウトリーチ活動 

遠方のため来館が難しい方や日頃音楽にふれあう機会の少ない方々に音楽の魅力・感

動を伝え、音楽の普及と楽団のＰＲを図ります。（小中学校、特別支援学校、医療機関、

福祉施設等） 
 
３ 世界に開かれた芸術文化センターならではの多彩な大型公演等 

 
 
 
 

公演名 日 程 出演者等 
ブルーノ＝レオナルド･ゲルバー(ピアノ) 4月3日(土)    1公演  
ベルチャ弦楽四重奏団 6月18日(金)    1公演  
ダン･タイ･ソン(ピアノ) 6月23日(水)    1公演  
グザヴィエ･ドゥ･メストレ(ハープ) 9月10日(金)   1公演  
ダニエル･ゼペック(ヴァイオリン)＆タベア･ツィンマーマ

ン(ヴィオラ)＆ジャン＝ギアン･ケラス(チェロ) トリオ 9月20日(月･祝)  1公演  

ハインツ・ホリガー(オーボエ)と仲間たち 10月3日(日)    1公演  
クリスチャン･ツィメルマン(ピアノ) 11月3日(水･祝)  1公演  
ミハイル･プレトニョフ(ピアノ) 11月23日(火･祝) 1公演  
エマニュエル･パユ(フルート)＆バンジャマン･アラール(チェンバロ) 12月3日(金)      1公演  
フォーレ四重奏団（ピアノ四重奏） 12月11日(土)    1公演  
ジルヴェスター･コンサート 
※冠協賛アサヒグループホールディングス(株) 12月31日(金)   1公演 管弦楽：兵庫芸術文化センター管弦楽団 

関西二期会 オペラ「ドン・ジョヴァンニ」 
※関西二期会共催 

R4年3月12日(土)､13日(日)  
     2公演 

指揮：小林資典、演出：高岸未朝 
管弦楽：大阪交響楽団 

日本オペラプロジェクト 2021「夕鶴」 
※東大阪市文化創造館との連携 

R4年3月20日(日)､21日(月･祝) 
2公演 

作：木下順二  作曲：團伊玖磨 
指揮：粟辻 聡 演出：岩田達宗 
管弦楽：ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 
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４ 公立劇場との連携演劇公演等 
公演名 日 程 演出家等 

パンドラの鐘   
※東京芸術劇場との連携 

5月13日(木)～15日(土)  
3公演 

作：野田秀樹 
演出：熊林弘高 

ハリネズミ 
※りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館との連携 

6月26日(土)､27日(日)    
2公演 

原作：奥田英朗 
上演台本･演出：笹部博司 

未練の幽霊と怪物 
※KAAT 神奈川芸術劇場との連携 

7月3日(土)､4日(日) 
          3公演 

作･演出：岡田利規 
音楽監督･演奏：内橋和久 

森 フォレ 
※世田谷パブリックシアターとの連携 

8月7日(土)､8日(日･祝)    
2公演 演出：上村聡史 

彼女を笑う人がいても（仮題） 
※世田谷パブリックシアターとの連携 

12月29日(水)､30日(木)   
3公演 演出：栗山民也 

近藤芳正 solo work「ナイフ」 
※水戸芸術館との連携 

R4年2月11日(金･祝)  
1公演 脚本･演出：山田佳奈 

 
５ 舞台の楽しみを広げるシリーズ企画の充実 
 幅広い県民・ファンの支持を獲得し、専門スタッフを擁する芸術文化センターならで

はの特色ある「シリーズ企画」を充実します。“マイナー”と言われる分野や若手音楽家の

紹介を含め、多彩な音楽の魅力を発信します。 
(1) 世界音楽図鑑     

音楽で世界を旅するワールド・ミュージックシリーズ。 
(2) 古楽の愉しみ 

世界の古楽シーンの最先端が集結したアーリー･ミュージックシリーズ｡ 
(3) キャッチシリーズ 

10代の才能ある音楽家を紹介するシリーズ。 
(4) ワンコイン・コンサート    

県内音楽賞受賞等の新進気鋭の音楽家による入場料500円のコンサート。 
【関連企画】 
・「№１アーティスト アンコール・リサイタル」 

前年度出演者からお客様のアンケート結果を参考に№１アーティストによるコ

ンサート 
・「新春・顔見世コンサート」(R4年1月3日(月)) 

次年度出演者の紹介を兼ねた新春を祝うコンサート 
(5) プロムナード・コンサート 

人気・実力を兼ね備えた国内演奏家や海外アーティストを招き、親しみやすいプログ

ラムを手軽な価格で楽しむコンサート｡ 
(6) Hyogoクリスマス・ジャズ・フェスティバル 

ジャズを愛するすべての人に贈る、とびきりのクリスマスプレゼント。 
 
６ 河内特別参与企画  
  河内厚郎（当センター特別参与）のプロデュースによる古典芸能をお届けします。 

・BUNRAKU 和と洋で聴くシューベルトの『魔王』 6月26日(土) ２公演 
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・文楽 in HYOGO「弥作の鎌腹」    7月7日(水) １公演 
 
７ ひょうごの民俗芸能祭～五国のまつりと城めぐり～ 
  兵庫の各地に伝わる踊りや芸能を西宮で一挙上演。歴史家の田辺眞人氏が、兵庫五国の

民俗芸能と歴史風景の旅へご案内します。 
 ・日程：11月6日(土) 
・総合プロデューサー：田辺眞人（園田学園女子大学名誉教授） 
・出演：県内の民俗芸能団体 
 

８ 舞台芸術団体フェスティバル等 
   県内舞台芸術団体による舞台芸術団体フェスティバルを８・９月に開催します。 

 
 
 
 
 

（問い合わせ先） 
〒663-8204 西宮市高松町2－22 
兵庫県立芸術文化センター 事業部広報担当課長 内田 
TEL：0798-68-0206  FAX：0798-68-0212 
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色とりどりのプログラムをマイ・シートで気軽に愉しめる!
PACオケを聴くには定期会員が絶対おトク!

定期会員券［9回通し券］
受付開始！「金曜通し券」「土曜通し券」「日曜通し券」をお選びいただき、

同じお席で年間９回の定期演奏会をご鑑賞いただきます。

■ ご予約・お問い合わせ
芸術文化センターチケットオフィス

0798-68-0255 10：00AM～5：00PM
月曜休み ※祝日の場合翌日

http://www.gcenter-hyogo.jp

主催 ： 兵庫県、兵庫県立芸術文化センター

芸術文化センター
会員予約開始

4/16（金）C席B席

4/18（日）A席

■ 定期演奏会料金表

¥4,000

¥3,000

¥2,000

¥1,000

１回券

¥27,000（１回分単価¥3,000）

¥22,500（１回分単価¥2,500）

¥16,200（１回分単価¥1,800）

定期会員券（９回）

Ａ

B

C

D

Ａ B C D

ステージ■ 定期演奏会座席表

新型コロナウイルス感染予防対策　ご協力のお願い
＜チケットご購入のお客様へのお願い＞新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします。

※芸術文化センターでのご購入時には、来場者情報把握のため、先行予約会員（無料）へのご登録をお願いしております。なお、お一人様2枚までとさせていた
だきます。 ※入場者数を制限して販売する場合があります。 ※37.5℃以上の発熱がある方は入場をお断りさせていただきます。 ※マスクを着用されない方は
ご入場いただけません。（マウスシールド不可） ※感染の再拡大等により、公演の中止や、出演者、公演内容、座席配置等が変更となる場合がございます。

ご来場前にウェブサイト
掲載の〈当センターを
ご利用のお客様へ〉
をご確認いただきます
ようお願いします。

※未就学児童の入場はご遠慮ください。 ※やむを得ない事情により、出演者、曲目等が変更となる場合があります。予めご了承ください。

定期会員だけの特典はこちら！
❶ 1回券よりもお得な料金設定
❷ 室内楽演奏会を特別料金で
❸ オーケストラ紹介パンフレットを進呈
❹ 公開リハーサルへご招待
❺ PACオリジナル・グッズをプレゼント

※公開リハーサルのご案内は、複数枚ご購入いただいた場合、
　お申込者本人に郵送いたします。予めご了承ください。

※Ｄ席は１回券のみの取り扱いとなります。  ※１回券は6月より順次発売を開始します。

■ ご予約方法　

※定期会員券の発売は５月末をもって終了いたします。期間内でも各日予定枚数に達し次第、
　販売を終了させていただきます。
※引取り期間は窓口の混雑が予想されます。予めご了承ください。

電話・
インターネット 窓口

B・C席 4/16（金）～
A席 4/18（日）～ 4/20（火）～










