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令 和 ５ 年 ３ 月 ８ 日 

兵庫県立芸術文化センター 

 

県立芸術文化センター「LINE UP 2023」発表 

 

令和５年度も魅力あるラインナップを揃え、佐渡裕芸術監督プロデュースオペラや、兵庫

芸術文化センター管弦楽団の演奏、河内厚郎特別参与企画による兵庫ゆかりの古典芸能など、

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。 

令和５年度ホール別の主催事業・公演数（コロナ禍前と同水準に回復） 

ホール別 

芸術文化センター事業 管弦楽団事業 

ホール計 
主催公演 

舞台芸術団体 

フェスティバル等 
演奏会 

青少年芸術体験事業 

わくわくオーケストラ教室 

KOBELCO大ホール  44事業  59公演  2事業  2公演 13事業 32公演 1事業 40公演  60事業 133公演 

阪急 中ホール  49事業 109公演  5事業 11公演 ― ―  54事業 120公演 

神戸女学院小ホール  34事業  34公演  6事業  6公演  5事業  5公演 ―  45事業  45公演 

小 計 127事業 202公演 13事業 19公演 18事業 37公演 1事業 40公演 159事業 298公演 

外部公演        6公演 ― 12事業 12公演 ―  12事業  18公演 

総 計 127事業 208公演 13事業 19公演 30事業 49公演 1事業 40公演 171事業 316公演 

注）上記のほか、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、普及事業を実施 

【主なラインナップ】 

１ 佐渡裕芸術監督プロデュースオペラ2023 歌劇「ドン･ジョヴァンニ」 

平成17年の開館以来、多彩な作品をとりあげてきたプロデュースオペラ。今年は、これ

までにとりあげた「フィガロの結婚」、「コジ・ファン・トゥッテ」とともに、モーツァル

トが台本作家ダ・ポンテと作り上げた三部作に数えられる傑作「ドン・ジョヴァンニ」を

上演。 

演出は、前２作に続きニューヨーク・メトロポリタン歌劇場の首席演出家を務めたデヴ

ィッド・ニース。意匠を凝らした舞台装置・衣装、国際的なダブルキャスト、専属の兵庫

芸術文化センター管弦楽団とともに、世界最高水準の「ドン・ジョヴァンニ」を制作・上

演。 

また、「ドン･ジョヴァンニ」の魅力を初心者にもわかりやすく紹介する、「ハイライトコ

ンサート」を県内７会場で開催するなど、オペラ関連企画を実施。 

(1) 歌劇「ドン･ジョヴァンニ」（新制作／全２幕／イタリア語上演・日本語字幕付） 

［日程］７月14日(金)～23日(日)（18、21日を除く）８公演 

［会場］兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 

［主催］兵庫県、兵庫県立芸術文化センター 

［制作］兵庫県立芸術文化センター(18作目) 

［企画･指揮］佐渡 裕（県立芸術文化センター芸術監督） 

［演出］デヴィッド･ニース（元メトロポリタン歌劇場首席演出家） 
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(2) オペラ関連企画 

①歌劇「ドン･ジョヴァンニ」ハイライトコンサート～ええとこどり！」 

「ドン･ジョヴァンニ」の見どころ、聴きどころが詰まったハイライトコンサート。 

（県内７会場８公演） 

公演日 会 場 出演者等 

4月19日(水) 

～20日(木) 
［西宮公演］県立芸術文化センター 阪急 中ホール 

出演:下林一也 

白石優子 

矢野勇志 

森季子 

西村圭市 

斉戸英美子 

武久竜也 

ピアノ･お話:伊原敏行 

構成･ステージング:髙木愛 

4月23日(日) ［洲本公演］洲本市文化体育館 文化ホール しばえもん座 

4月29日(土･祝) ［稲美公演］稲美町立文化会館コスモホール 

5月 3日(水･祝) ［三田公演］三田市総合文化センター 郷の音ホール 小ホール 

5月 6日(土) ［丹波篠山公演］丹波篠山市立田園交響ホール 

5月 7日(日) ［市川公演］市川町文化センター ひまわりホール 

5月14日(日) ［小野公演］小野市うるおい交流館エクラホール 

②「歌劇『ドン･ジョヴァンニ』「ワンコイン･プレ･レクチャー」（阪急 中ホール） 

「ドン･ジョヴァンニ」の音楽的魅力や作品に隠された秘密を講師が解説。  

公演日 会 場 出演者等 

5月25日(木) 
【第１回】ドン･ジョヴァンニ大解剖！ 

～のちの時代にも愛された名曲の数  々

講師：根本卓也 

[指揮者･作曲家･チェンバロ奏者] 

出演：山本徹､老田裕子､迎肇聡 

6月16日(金) 
【第２回】これであなたもドン・ジョヴァンニの虜 

～アブナイ男ほど魅力的！？ 

講師：井内美香 

[オペラ･キュレーター] 

③その他 

プロデュースオペラを盛り上げるために、公開リハーサル、ワークショップ、前夜祭、

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オーケストラ） 

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。 

定期演奏会をはじめ特別演奏会や室内楽演奏会などの演奏活動や県内中学１年生を対象

とする「わくわくオーケストラ教室」、県内市町文化施設を拠点に開催するシーズンオープ

ニング・フェスティバル、ホールを飛び出して街の中で人々と交流できるようなアウトリ

ーチ活動などを実施。このような多彩な活動を通じて常に質の高い芸術性を追及するとと

もに、県下全域・県民各層への音楽文化の普及・浸透を目指す。 

(1) 定期演奏会（KOBELCO大ホール） 

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。国内で例のない、同一演目・同一会場３公

演を各回開催。 
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［2022-2023シーズン］   

公演日 演  目 出演者等 

5月26日(金) 

～28日(日) 

第141回 

エルガー：ヴァイオリン協奏曲 

指揮：下野竜也 

ヴァイオリン：三浦文彰 

6月16日(金) 

～18日(日) 

第142回 

ストラヴィンスキー：バレエ音楽「火の鳥」（1910年原典版） 

指揮：井上道義 

舞踊：森山開次、本島美和 ほか 

8月 4日(金) 

～ 6日(日) 

第143回 

ヒンデミット：室内音楽第５番 

指揮：佐渡 裕(芸術監督) 

ヴィオラ：谷口朱佳 

［2023-2024シーズン］ 

公演日 演  目 出 演 

 9月8日(金) 

～10日(日) 

第144回 

ブリテン：ピアノ協奏曲 

指揮：佐渡 裕（芸術監督） 

ピアノ：反田恭平 

10月27日(金) 

～29日(日) 

第145回 

ショスタコーヴィチ：ピアノ協奏曲第１番 

指揮：カーチュン・ウォン 

ピアノ：小曽根真  

11月17日(金) 

～19日(日) 

第146回 

ドビュッシー：クラリネットのための第１狂詩曲 

指揮：アレッサンドロ・ボナート 

クラリネット：ポール・メイエ 

R6年1月12日(金) 

～14日(日) 

第147回 

マーラー：交響曲第９番 
指揮：佐渡 裕（芸術監督） 

R6年2月 9日(金) 

～11日(日･祝) 

第148回 

モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲(オーボエとハープ版) 

指揮･オーボエ：ハンスイェルク・シェレンベルガー 

ハープ：マルギット＝アナ・シュース 

R6年3月22日(金) 

～24日(日) 

第149回 

チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第１番 

指揮：シルヴァン・カンブルラン 

ピアノ：中川優芽花 

(2) 特別演奏会（KOBELCO大ホール） 

名曲コンサートやポップスコンサート、ファミリーコンサートなど、親しみやすい内容

の特別演奏会を開催。 
(3) 室内楽演奏会（神戸女学院小ホール） 

さまざまな編成で、バロックから現代曲まで意欲的に室内楽作品に取り組む。 
弦・木管・金管・打楽器の各セクションが国内外から招聘したゲスト奏者とともに、趣

向を凝らしたプログラムを演奏。 
(4) 青少年芸術体験事業「わくわくオーケストラ教室」（KOBELCO大ホール）40公演 

兵庫県内の中学1年生（約4万5千人全員）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）の振興を図る。 
(5) アウトリーチ活動 

遠方のため来館が難しい地域や日頃音楽にふれあう機会の少ない方々のもとへ出向き、

音楽の魅力・感動を伝えるアウトリーチ活動を展開。 
(6) スーパーキッズ・オーケストラ公演（KOBELCO大ホール） 

８月27日(日) 夏休みの合宿を経て、練習成果を発表する演奏会を開催。 
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３ 河内厚郎（芸術文化センター特別参与）プロデュース公演  

  兵庫ゆかりの古典芸能を上演。 

公演日 公演名 出演者等 
9月24日(日) 

（阪急 中ホール） 
ひょうご能「船弁慶」 出演:上田拓司、善竹隆志、福王和幸 ほか 

R6年3月3日(日) 

（神戸女学院小ホール）  
舞とマイムの間 出演:花柳寛十郎、いいむろなおき 

清元延柳、河内厚郎 

 

４ 幅広いニーズに応える公演 
(1) 国内外オーケストラ・オペラ・バレエ・室内楽公演等 

世界水準のオーケストラ、オペラ、バレエ公演をはじめ、様々な国の優れた舞台芸術を

企画・上演。 

①世界のオーケストラ（KOBELCO大ホール） 

②世界の巨匠（KOBELCO大ホール） 

（神戸女学院小ホール） 

③バロック・スペシャル・プロジェクト 

公演日 出演者等 

6月24日(土) 山田和樹指揮 バーミンガム市交響楽団 ヴァイオリン：樫本大進 

11月 7日(火) 内田光子(指揮･ピアノ)＆マーラー･チェンバー･オーケストラ 

R6年 1月 8日(月･祝) トマーシュ・ブラウネル指揮 プラハ交響楽団  

R6年 3月15日(金) オメール･マイア･ウェルバー指揮 ウィーン交響楽団 

公演日 出演者等 

5月18日(木) 
小曽根真(ピアノ)スーパー・カルテット 

ベース：クリスチャン･マクブライド  サックス：ブランフォード･マルサリス ドラムス：ジェフ･“テイン”･ワッツ 

6月 3日(土) ヒラリー･ハーン(ヴァイオリン)＆アンドレアス･ヘフリガー(ピアノ) 

9月16日(土) ミハイル･プレトニョフ(ピアノ) 

10月21日(土) レイフ･オヴェ･アンスネス(ピアノ) 

12月 9日(土) クリスチャン･ツィメルマン(ピアノ) 

公演日 出演者等 

7月 6日(木) 
ダニエル･オッテンザマー(クラリネット) クラリネット･トリオ･アンソロジー 

チェロ：シュテファン･コンツ ピアノ：クリストフ･トラクスラー 

8月19日(土) ネストル･マルコーニ＆三浦一馬(バンドネオン） ピアノ：山中惇史 

10月19日(木) ジュリアード弦楽四重奏団 

R6年3月17日(日) 
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) 

公演日 出演者等 

9月 6日(水) 

（阪急 中ホール） 

古楽の愉しみ関連企画 ワンコイン･プレ･レクチャー 

「語らずにはいられない！ヘンデルの名作たち」 ２公演 

10月7日(土) 

（KOBELCO大ホール） 

バロック･オペラ･エボリューション2023 

鈴木優人＆バッハ･コレギウム･ジャパンの「ジュリオ・チェーザレ」 

11月25日(土) 

（KOBELCO大ホール） 
濱田芳通＆アントネッロの「メサイア」 
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(2）国内外演劇・ミュージカル・古典芸能公演等 

劇場・劇団とのネットワークにより、ストレートプレイ、一人芝居などの演劇をはじめ、

ミュージカル、ダンス、狂言、落語など、幅広い層が楽しめる良質で多彩な演目を提供。 

①他の公立劇場との連携演劇公演 
公演日 公演名 出演者等 

6月10日(土) 
エンジェルス･イン･アメリカ 

 二部構成 
＊新国立劇場 

作:トニー・クシュナー 翻訳:小田島創志 演出:上村聡史 

出演:浅野雅博、岩永達也、長村航希、坂本慶介、鈴木杏 

那須佐代子、水夏希、山西惇 

7月22日(土) 

～23日(日)  
音楽劇「ある馬の物語」 
＊世田谷パブリックシアター 

原作:レフ･トルストイ 脚本･音楽:マルク･ロゾフスキー 

詩:ユーリー･リャシェンツェフ 翻訳:堀江新二 

訳詞･音楽監督:国広和毅 上演台本･演出:白井晃 

出演:成河、別所哲也、小西遼生、音月桂 ほか 

8月12日(土) 

～13日(日)        
ミュージカル「カラフル」 
＊世田谷パブリックシアター 

脚本･作詞･演出:小林香 

出演:鈴木福、川平慈英 ほか 

3月 9日(土) 

～10日(日)  
う蝕（仮） 
＊世田谷パブリックシアター 

作:横山拓也 

演出:瀬戸山美咲 

10月13日(金) 

～15日(日) 
天翔ける風に 
＊東京芸術劇場 

原作:野田秀樹 

演出･振付･作詞:謝珠栄 音楽:玉麻尚一 

②全国区の演劇・ミュージカル等（阪急 中ホール） 
公演日 公演名 出演者等 

4月13日(木) 

～16日(日)  
笑の大学 

作･演出:三谷幸喜 

出演:内野聖陽、瀬戸康史 

4月28日(金) 

～5月 3日(水･祝) 
ＢＡＣＫＢＥＡＴ 

作:イアン･ソフトリー＆スティーヴン･ジェフリーズ 

演出:石丸さち子  

出演:戸塚祥太、加藤和樹、辰巳雄大、ＪＵＯＮ 

上口耕平、愛加あゆ、鍛冶直人、東山光明 

西川大貴、加藤将、工藤広夢、尾藤イサオ 

6月 2日(金) 

～ 4日(日)        

シス･カンパニー公演 

帰ってきたマイ･ブラザー 

作:マギー 演出:小林顕作   

出演:水谷豊、段田安則、高橋克実、堤真一、寺脇康文 

池谷のぶえ、峯村リエ 

6月30日(金) 

～7月 2日(日) 

ダーウィン･ヤング 

悪の起源 

原作:パク･チリ 台本･作詞:イ･ヒジュン 

作曲:パク･チョンフィ 

編曲：サム･デイヴィス、マシュー･アーメント 

潤色･演出:末満健一 

出演:大東立樹/渡邉蒼、矢崎広、植原卓也、内海啓貴 

石井一彰、染谷洸太、鈴木梨央、石川禅 

7月 9日(日) この子たちの夏   

構成･演出:木村光一 演出補:シライケイタ 

出演:旺なつき、かとうかず子、島田歌穂、床嶋佳子 

西山水木、根岸季衣 

R6年3月 2日(土) 
二兎社公演47 

｢パートタイマー･秋子｣ 

作･演出:永井愛 

出演:沢口靖子、生瀬勝久 ほか 

（KOBELCO大ホール）  
公演日 公演名 出演者等 

4月11日(火) 

～16日(日) 
ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ 

原作:遠藤達哉（集英社｢少年ジャンプ＋｣連載） 

脚本･作詞･演出:Ｇ２ 作曲･編曲･音楽監督:かみむら周平 

出演:森崎ウィン/鈴木拡樹、唯月ふうか/佐々木美玲 

岡宮来夢/瀧澤翼、山口乃々華、木内健人 

鈴木壮麻、朝夏まなと ほか 
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③伝統芸能（阪急 中ホール） 
公演日 公演名 出演者等 

4月 2日(日)  春爛漫 茂山狂言会 出演:茂山七五三､あきら､千五郎､宗彦､茂､逸平､千之丞 ほか 

8月26日(土)  Cutting Edge KYOGEN 出演:茂山千五郎､宗彦､茂､逸平､千之丞 

10月19日(木) 

～20日(金)        
万作萬斎狂言 出演:野村万作、野村萬斎 ほか 

R6年 1月 6日(金) 淡路人形浄瑠璃特別公演 出演:(公財)淡路人形協会 淡路人形座 

 
５ 舞台の楽しみを広げる音楽オリジナル『シリーズ企画』 
 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。“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。 
(1) 世界音楽図鑑 

「楽しいコドモとオトナのお勉強」と「パスポートのいらない世界旅行」をキャッチフ

レーズに世界一流の室内楽団をはじめ、地元出身で幅広い活躍を続ける音楽家や世界の音

楽・ダンスを紹介。 

(2) 古楽の愉しみ 

中世･ルネッサンスからバロックまでの古楽の世界を特集して紹介。 

(3) ワンコイン・コンサート 

兵庫･関西ゆかりの新進気鋭の音楽家による入場料500円､平日昼間60分のコンサート。 

【関連企画】 
①「No.１アーティスト アンコール･リサイタル」 

  2022年ワンコイン･コンサートでリクエスト１位の出演者のリサイタル 

②「新春･顔見世コンサート」R6年 1月 3日(水) 

  次年度ワンコイン･コンサート出演者による顔見世コンサート 

(4) 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国外アーティストによる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｡ 

(5) 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) ステップ・コンサート 

新たな愉しみの第１歩となる上質かつ親しみやすい、様々なジャンルの音楽を紹介。 
 

６ 舞台芸術団体フェスティバル 

   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。 

 

７ ひょうごプレミアム芸術デー 

  ８月３日(木)に芸術文化センターを無料開放する｢ひょうごプレミアム芸術デー｣を実施。 

 

（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 


