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報道関係者各位                                                                                           

2022 年 9 ⽉吉⽇ 
阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!実⾏委員会 

 
 
 
 
 
 

阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!2022 のオープニングイベントのご案内をお届けします。 
阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!は、阪急宝塚線沿線に点在している複数のホールや⼤学の施設が連携

し、⾳楽を軸とした場をリレー形式で「駅伝」のようにつなぎ、沿線の⾳楽⽂化の魅⼒を創出することを⽬
的としたプロジェクトです。7 つのホールの主催公演と学⽣企画による 4 つのフリンジイベントが⾏われま
す。メディアのみなさまにぜひご参集、ご取材いただきたく、ご案内申し上げます。 
 
●阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT! オープニングイベント 
 ⽇時：2022 年 10 ⽉ 6 ⽇（⽊）17:00-18:00    
 会場：箕⾯市⽴メイプルホール ⼩ホール 
 企画：阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!事務局（⼤阪⾳楽⼤学ミュージックコミュニケーション学⽣） 

内容：事務局の学⽣が、阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!2022 の趣旨、公演の⾒どころ、学⽣の取り組
みをご紹介いたします。 
 
※オープニングイベントにご来場いただいたメディアの⽅には、18:30 開場、19:00 開演⼤ホールで開催「北
村朋幹ピアノ・リサイタル」へご案内します。 
 
●⾝近なホールのクラシック 北村朋幹ピアノ・リサイタル 
 ⽇時：2022 年 10 ⽉ 6 ⽇（⽊）18:30 開場 19:00 開演 
 会場：箕⾯市⽴メイプルホール ⼤ホール 
 ピアノ：北村朋幹 
 
 
 
 
 
 
 

【続報!!】オープニングイベントのご案内 
阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT! 2022 

開催期間：2022 年 10 ⽉ 6 ⽇（⽊）〜11 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
〜この街には⾳楽がある〜 

 

 

オープニングイベント及び「北村朋幹ピアノ・リサイタル」へのご出⽋はこちらへご返信ください。 
阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!実⾏委員会事務局 
〒561-8555 ⼤阪府豊中市庄内幸町 1-1-8 ⼤阪⾳楽⼤学ミュージックコミュニケーション専攻 
musicekidenmot@daion.ac.jp 
080-4181-8158（平⽇ 10:00-18:00） 
090-4253-0400（渡邊） 



 2 

阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!2022 開催概要 
●期間：2022 年 10 ⽉ 6 ⽇（⽊）〜11 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
●会場：阪急宝塚線沿線の７つの⾳楽ホール 

池⽥市⺠⽂化会館アゼリアホール、ザ・カレッジ・オペラハウス、川⻄市みつなかホール、
常翔ホール、宝塚市⽴⽂化施設ベガ・ホール、豊中市⽴⽂化芸術センター、箕⾯市⽴メイプ
ルホール 

●公式ウェブサイト： https://musicekidenmot.org/  
●テーマ：「この街には⾳楽がある」阪急宝塚沿線地域の⾳楽⽂化を再発⾒するきっかけを作りた
いという思いが込められています。 

 
●会場：阪急宝塚線沿線の７つの⾳楽ホール 

池⽥市⺠⽂化会館アゼリアホール、ザ・カレッジ・オペラハウス、川⻄市みつなかホー
ル、常翔ホール、宝塚市⽴⽂化施設ベガ・ホール、豊中市⽴⽂化芸術センター、箕⾯市
⽴メイプルホール 

●フリンジイベント：⽯橋商店街（⽯橋阪⼤前）、Live Café ARETHA（曽根）、庄内駅前（庄
内）、野⽥中央公園（庄内） 

主催：阪急宝塚線ミュージック駅伝MOT!実⾏委員会（上記ホール担当者） 
実⾏委員⻑：中村孝義（学校法⼈ ⼤阪⾳楽⼤学理事⻑） 
事務局：⼤阪⾳楽⼤学ミュージックコミュニケーション専攻 
協賛：阪急電鉄株式会社、株式会社マツモト 
後援：エフエム⼤阪 
 
●⼤阪⾳楽⼤学ミュージックコミュニケーション専攻 
ミュージックコミュニケーション専攻では、⾳楽で⼈と地域をつなぐ「仕掛け⼈」を育成しています。⼤学

内外の⼈々と協働／連携しながら地域活性化や社会包摂などに関わるプロジェクトを実施しています。「阪
急宝塚線 ミュージック駅伝 MOT!」では、学⽣が実⾏委員会の事務局として運営とフリンジイベントの企画
制作をおこなっています。 
https://mcom.jpn.org 
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●主催公演概要（開催順） 
※公演の詳細は各会場のお問い合わせ先にご確認ください。 

⽇時 公演内容 会場 
10 ⽉ 6 ⽇
（⽊） 
開演 19:00 

⾝近なホールのクラシック 北村朋幹ピアノ・リ
サイタル 
ピアノ：北村朋幹 
曲⽬：サティ／「星たちの息⼦」第 1幕への前奏
曲“天職”、サティ／3つのグノシェンヌ、武満徹
／for away、サティ／ジムノペディ第 1番、ジョ
ン・ケージ／プリペアド・ピアノのためのソナタ
とインターリュード 
料⾦：全指定席 ⼀般 2,000 円（メイプルフレン
ド会員 1,800 円）⼤学⽣以下 1,000 円 ※チケッ
ト発売中 

箕⾯市⽴メイプルホール 
072-721-2123 
www.minoh-bunka.com 
 

10 ⽉ 14⽇
（⾦） 
開演 13:30 
 

第 360回市⺠のためのオルガンコンサート〜2 つ

の“O
オー
”の対話〜 

パイプオルガン：吉⽥久⼦ オーボエ：上⽉真⼦ 
曲⽬：J.S.バッハ／⽺は安らかに草を⾷み、オー
ボエ協奏曲BWV1053 第１楽章、メンデルスゾー
ン（カルク＝エーレルト編曲）／対話（無⾔歌集
より「デュエット」）ほか 
料⾦：全指定席 前売 800円（当⽇ 1,000円）宝
塚市⽂化財団友の会 500円 

宝塚ベガ・ホール 
0797-84-6192 
www.takarazuka-c.jp/vegahall/ 
 
 

10 ⽉ 23⽇
（⽇） 
開演 14:00 

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 第 61回
定期演奏会 
ハイドン／オペラ「無⼈島」 
指揮：牧村邦彦 演出：井原広樹 コンスタンツ
ァ：⼤賀真理⼦ シルヴィア：内藤⾥美 ジェル
ナンド：中川正崇 エンリーコ：⻄村圭市 ザ・
カレッジ・オペラハウス管弦楽団 
料⾦：全指定席 ⼀般 4,000 円（税込）、⾼校⽣
以下無料 

⼤阪⾳⼤学ザ・カレッジ・オペ
ラハウス 
www.daion.ac.jp/campus/opera/ 
 
お問合せ：⼤阪⾳楽⼤学コンサ
ートセンター 06-6334-2242 

10 ⽉ 29 ⽇
（⼟） 
開演 15:00  

センチュリー豊中名曲シリーズ Vol.23 夜、でし
ゃばる悲哀 
指揮：⾓⽥鋼亮 ヴァイオリン：周防亮介 管弦
楽：⽇本センチュリー交響楽団 

豊中市⽴⽂化芸術センター 
www.toyonaka-hall.jp 
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曲⽬：ドビュッシー／夜想曲より「雲」
「祭」 、グラズノフ／ヴァイオリン協奏曲 イ短
調 作品 82 、ドビュッシー／交響詩「海」 
料⾦：〈全席指定〉⼀般：S 席 4,500円／A席 
3,500円／B席 2,500円 
U25（25 歳以下）：S 席 2,000円／A席 1,500円
／B席 1,000円 

お問合せ：豊中市⽴芸術センタ
ー チケットオフィス 06-
6864-5000 

11 ⽉ 12 ⽇
（⼟） 
開演 14:00 

第 49回バロックコンサート〜⾳楽の⽗ バッハ
名曲選 
曲⽬：J. S. バッハ／2 つのヴァイオリンのための
協奏曲ニ短調 BWV1043、管弦楽組曲第 3番「G
線上のアリア」など、無伴奏ヴァイオリンのため
のパルティータ第 2番より「シャコンヌ」、無伴
奏チェロ組曲より ほか 
指揮：延原武春 テレマン室内オーケストラ 
料⾦：前売り⾃由席 3,000円（当⽇ 500円増） 

池⽥市⺠⽂化会館（コンベンシ
ョンルーム） 
072-761-8811 
www.azaleanet.or.jp 

11 ⽉ 13⽇
（⽇） 
開演 13:30 

常翔学園 吹奏楽演奏会 
常翔学園創⽴ 100周年を記念したコンサートの
最終公演。学園設置の⼤阪⼯業⼤学、摂南⼤学、
広島国際⼤学、常翔学園中学校・⾼等学校、常翔
啓光学園中学校・⾼等学校の学⽣・⽣徒による吹
奏楽演奏会。広島国際⼤学の和太⿎部がオープニ
ングを飾ります。 
料⾦：無料 
【申込先】学園創⽴ 100周年記念サイト 
https://www.josho.ac.jp/100th/event/ 

常翔ホール 
06-6147-6269 
www.oit.ac.jp/institution/ 
 

11 ⽉ 22 ⽇
（⽕） 
開演 18:30
（予定） 

ロビー・コンサート アンサンブル・リュネット 
メガネをかけた４⼈のフルート奏者によるパフォ
ーマンスユニット メンバー：森本 英希、⾕⾵ 
佳孝、江⼾ 聖⼀郎、坂本 楽 
料⾦：⼀般 500円  

川⻄市みつなかホール 2F ロビ
ー 
072-740-1117 
www.kawanishi-bunka-
sports.com/bunka/ 
 

11 ⽉ 26 ⽇
（⼟） 
開演時間未
定 

ドリームコーラスコンサート 
料⾦：未定 ※チケット発売：後⽇発表 

⼤阪⾳楽⼤学ザ・カレッジ・オ
ペラハウス 
www.daion.ac.jp/campus/opera/ 
 
お問合せ：⼤阪⾳楽⼤学ミュー
ジックコミュニケーション専攻 
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080-4181-8158（平⽇ 10:00-
18:00） 

●フリンジイベント 
⼤阪⾳楽⼤学ミュージックコミュニケーション専攻学⽣の企画による予約不要、参加費無料のイベ
ントです。阪急宝塚線沿線の⾳楽⽂化を盛り上げます。お気軽にお⽴ち寄りください。 
 
お問い合わせ：⼤阪⾳楽⼤学ミュージックコミュニケーション専攻 
mcom@daion.ac.jp 080-4181-8158（平⽇ 10:00-18:00） 
 
【⽯橋商店街】 
みんなのぉと in ⽯橋商店街―⾳採集街歩き＆サウンドマップ作成ワークショップ 
⽇程：10 ⽉ 9 ⽇（⽇） 14:00〜 
場所：⽯橋商店街 滴塾（てきじゅく） 池⽥市⽯橋 1-11 
ファシリテーター：⼤阪⾳楽⼤学ミュージックコミュニケーション専攻学⽣ 
料⾦：無料、参加⾃由 
 
【曽根】 
カフェでめぐりあいそ〜ね Vol.2―弾き語りライブ 
⽇程：10 ⽉ 26 ⽇（⽔） 開場 19:00 開演 19:30 
場所：Live Cefe ARETHA 豊中市曽根南町 1-22-3ハーツアベニュー2F 
出演：右京、ayano、しなだゆかり 
料⾦：無料 
 
【庄内】 
オープンマイクパークー誰でも⾶び⼊り参加 OKのステージ開放型イベント 
①⽇程：10 ⽉ 28⽇（⾦）⼣刻 場所：野⽥中央公園 
②⽇程：11 ⽉ 4⽇（⾦）15:00頃〜 場所：庄内駅前 
出演：誰でも参加可 
料⾦：無料 
協⼒：豊中市、庄内バル実⾏委員会 
 
【庄内】 
路上ゆるふわ⾳楽集団しゅてるんー移動型⾳楽集団出現！ 
⽇程：11 ⽉ 4⽇（⾦）⼣刻、5⽇（⼟）13:40〜 
場所：庄内駅前周辺 
出演：しゅてるん（⼤阪⾳楽⼤学学⽣、地域の⽅々） 
料⾦：無料 
協⼒：豊中市、庄内バル実⾏委員会 
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●コロナウィルス感染症対策について 
 阪急宝塚線ミュージック駅伝 MOT!では、公益社団法⼈全国公⽴⽂化施設協会および、各会場の
新型コロナウイルス感染拡⼤予防ガイドラインに沿って、感染拡⼤防⽌対策を講じ、ご来場の皆様
および出演者、関係者の安全と安⼼を確保することに努めて参ります。また、感染拡⼤の状況によ
ってはプログラム内容を変更する可能性があります。随時ウェブサイトに掲載しますので、ご確認
の上、ご来場いただきますようお願いいたします。 
https://musicekidenmot.org/ 
 


