さい

0歳 から入場できる！♪
にゅう じょう

な

つ

や

こ とし

かげ え

すい そう がく

はつ

今年は影絵と吹奏楽の初コラボレーション！
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フィルハーモニック・ウインズ 大阪
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豊能町立

〒563-0103

無料駐車場あり

※ただし駐車台数に限りがあります

アクセス・駐車場情報はこちら ▶

大阪府豊能郡豊能町東ときわ台 1-2-5

チケット
7／30（土）
10:00 より

おとな（中学生以上）／ 2,000 円
発売開始 !
（0
才～小学生）
こども
／ 800 円
（小学生以下とその保護者）
おやこペア
／ 2,500 円
※おやこペア券は前売り券のみの販売

たい

日 日 10:30 開場 11:00 開演
お

むつ替え

授乳室

ビ

ーカー置き
場

入場料（全席指定・税込）

がく

ほか

※公演の内容は諸般の事情により変更になることがあります。
あらかじめご了承ください。

ベ

かげえ

車

椅子席

●客席内での飲食はできませんのでご了承ください。
●おむつ替え・授乳室・ベビーカー置き場をご用意しています。
●本公演は休憩なしの約 60 分公演です。
●公演中のホールの出入りは自由です。

主催：豊能町教育委員会、NPO 法人フィルハーモニック・ウインズ 大阪

助成：大阪府芸術文化振興事業

オオサカン初の影絵とのコラボレーション！
童話の世界を吹奏楽と影絵・ナレーションとともにお届けします♪
相愛大学音楽学部卒業。指揮法、音楽理論

豊能町、能勢町に住む個性豊

を木村𠮷宏、辻井清幸の両氏に師事。2018

かな主婦が「皆に温かい心を届

年 1 月にプロフェッショナル吹奏楽団であ

けたい！」という思いのもと集

るフィルハーモニック・ウインズ大阪（オ

ま っ て 2012 年 に 結 成、2015

オサカン）の正指揮者に就任。

指揮 松尾とものり
（正指揮者）

年に NPO 法人となりました。

2019 年 12 月にアメリカ・シカゴで開催

「おととえ」とは「音と絵」とい

された第 73 回ミッドウエスト・クリニッ

う意味で、音楽と影絵のコラボ

クのファイナルコンサートでオオサカンを

レーションを表す造語。地域の

指揮し、世界各国から集まる聴衆に 3 度の

学校や幼稚園、保育所、福祉施

総スタンディングオベーションを受け称賛

設を中心に、箕面市、茨木市、高

を浴びる。帰国後のインタビューが吹奏楽専門誌「バンドジャーナル」
（音楽

影絵

ナレーション

影絵劇団
おととえ座

之友社）の Spotlight に取り上げられた。2020 年 3 月にオオサカンと収録を

槻市、川西市、猪名川町などで
公演をおこない、幻想的な世界を繰り広げています。脚本、音楽、人形、背景はすべ

行った「Viva Osakan!」がレコード芸術誌の準特選盤・優秀録音に、stereo

て団員による手作りで、生の語りと生演奏による公演は、幅広い年代の皆様からご

誌では優秀録音盤に選出された。

好評いただいています。団員は 11 名。子育て・仕事・趣味・地域の活動にそれぞ
れ忙しいメンバーが、月に数回集まって楽しく練習しています。公演のご依頼も承

指揮だけでなくトークを交えた公演はどれも好評を博している。

ります。
https://ototoeza2015.wixsite.com/ototoeza
1999 年設立。2006 年日本初の NPO 法人のプロフェッショナル吹奏楽団となり現在に至る。いずみホー
ルでの定期演奏会を中心に、様々なレパートリーを意欲的に取り入れた演奏会を多数企画・実施。一方、CD
レコーディングも積極的に行い、
「月刊レコード芸術」
「stereo」各誌において特選盤や優秀録音盤に選ばれ
るなど高い評価を受けており、リリースした CD の枚数は 60 枚を数え、邦人作曲家の吹奏楽オリジナル作
品の初収録数は 100 曲を超える。2009 年に初の海外公演となる「第 14 回世界吹奏楽大会 (WASBE)」
（アメ
リカ・シンシナティ）にアジア代表として出演。また、2019 年 12 月に開催された「第 73 回ミッドウエスト・
クリニック」
（アメリカ・シカゴ）のファイナルコンサートへ招聘を受け、クリニック史上最高の公演と称賛
を得た。2005 年より元大阪市音楽団団長の木村𠮷宏が音楽監督（2021 年より名誉音楽監督）に、2011 年か
オオサカン

吹奏楽 フィルハーモニック・ウインズ 大阪

らオリタノボッタがミュージックアドバイザーに、2013 年からヤン・ヴァンデルローストが首席客演指揮
者に、2018 年 1 月に松尾共哲が正指揮者に就任。世界的にもその活躍に注目が集まる交響吹奏楽団である。

お父さん、お母さん、保護者の方へのお願い
演奏中にお子様が泣いてしまったり、周りのお客様へのご迷惑となってしまうような場合
は演奏中でも一度ロビーへ出るなどしてお子様の気分転換を図っていただきますようお願
いいたします。周りへの気配りも大切な鑑賞マナーです。
今回初めてのコンサートがより素敵な思い出となりますようご協力をお願いいたします。
※係員が注意させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

新型コロナウイルス感染防止の対策とお願い
チケットの半券にお客様の氏名・連絡先をご記入ください。
※必要に応じて保健所等の関係機関へ提供させていただきます。
ご提供いただいた個人情報は、新型コロナウイルス感染防止対策以外には使用
いたしません。

◆ 館内では常時マスクの着用をお願いいたします。また、会話は
必要最低限に留めていただき、咳エチケットにご協力ください。
◆ 体調不良 ( 発熱・倦怠感など ) をお感じの方・コロナウイルス感
染症陽性者との濃厚接触がある方はご来場をお控えください。

■ チケットの購入方法

2022.7/30（土）10：00より 発売開始

《プレイガイド》

（火・水休館日）
豊能町立ユーベルホール ……072-738-7700（ 営業時間／9:00〜17:00
休館日は西公民館で販売しております。）

セブンイレブン豊能町ときわ台店……072-738-8081
予約

必要事項①〜⑦をご記入の上、以下のいずれかの方法でお送りください。

インターネットでのご注文 www.osakan.jp（24 時間受付）
メールでのご注文

ticket@osakan.jp（24 時間受付）

ＦＡＸでのご注文

072-741-8236（24 時間受付）

ハガキでのご注文 〒563-0103

大阪府豊能郡豊能町東ときわ台 1-2-5 ユーベルホール内
『オオサカンチケットセンター』宛

STEP２ 支払い
到着確認後1週間以内に振込先を自動返信または事務局よりご連絡いたします。
指定口座に、当日会場取り置きの方はチケット代金を、郵送の方はチケット代金
（＋送料500円）
をお振込みください。

STEP３

受取

ご入金確認後、確認完了のご連絡をいたします。当日会場取り置きの方は会場チ
ケット受付へ、郵送の方は指定のご住所へ簡易書留で発送いたします。

▶

■ 公演のお問い合わせ
オオサカン

《オオサカンから購入》
STEP１

ご来場前に右記の QR コードより
「豊能町立ユーベルホールでの公演に関する
対策とお願い」を必ずご覧ください。

①親子ふれあいコンサート
②券種／枚数
③チケット受取方法（郵送 or 当日会場取り置き）
④合計金額（送料 500 円）
⑤お名前（ふりがな）
⑥郵便番号・住所 ⑦電話番号
※振込手数料はお客様ご負担となります。ご了承く
ださい。
※振込先連絡後1週間以内にお客様からのご入金が
確認できない場合は、キャンセルとさせていただ
きます。
※ご入金確認までに1週間ほどお時間をいただく場
合がございます。
※チケットお申し込み完了後のキャンセル・変更は
お受けできません。
※公演中止の場合を除き、払い戻しはいたしかねま
すので、あらかじめご了承ください。

E-mail：kouen@osakan.jp

TEL：072-741-8235

FAX：072-741-8236

http://www.osakan.jp

@p̲w̲osakan̲

http://www.facebook.com/p.w.osakan

p̲w̲osakan

オオサカン

チャンネル

演奏動画配信や
生配信イベント実施中！
ぜひご覧ください！

登録はこちら

