
日時 事業名 事業内容 開催場所 対象 定員 費用 申込方法 問合せ

10月22日（金）
～11月24日（日）

豊中まちなかクラシック まちなかで楽しむクラシックコンサート 市内の寺院や教会 未就学児不可 40～100人 無料 要事前申込（HPまたはは
がき）

魅力文化創造課
06-6858-2717

10月3日（日）
11:00～12:00

アンサンブルサビーナコンサート
in千里コラボ

楽曲が作られた背景などの解説とともに管弦楽の
アンサンブルを楽しみます。未就学児も参加可

千里文化センター「コラボ」多目的スペー
ス

どなたでも 60人 無料
要事前申込（電話）
9/27（月）10時～17時。定
員を超えた場合は抽選

千里文化センター「コラボ」
06-6831-4133

10月16日（土）
15:00～

上野星矢フルートリサイタル

3つのフルートソナタ（ライネッケ、プロコフィエフ、フ
ランク）を一夜にして全曲演奏するという、これまで
にない大きなプログラムに挑戦します
フルート：上野星矢、ピアノ：岡田奏

大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス
未就学児はご
遠慮ください

約200人 全自由席
3,000円

要事前申込（HP）
大阪音楽大学コンサート・センター
06-6334-2242

10月24日（日）
14:00～15:00

みんなのコンサート　～YELL～
障がい者、高齢者、小さなお子さま連れでも気軽
に楽しめる参加型コンサート

蛍池公民館 どなたでも 30人 無料 要事前申込（電話）
10/1（金）14時～先着順

蛍池公民館
06-6843-5561

10月31日（日）
①11:00～12:30
②14:30～16:00

築80年の古民家で親しむクラシック・コンサート

弦楽四重奏～ドイツ・ロマン派、そして…
メンデルスゾーン：4つの小品 Op.81、シューマン：
弦楽四重奏曲第3番、ほか
道橋倫子、野呂小百合（ヴァイオリン）、増永雄記
（ヴィオラ）、大谷雄一（チェロ）

絃の間（いとのま） Son de Sone
（曽根東町1-5-13）

6歳以上 各20人 3,000 円 要事前申込（HP）
当日会場にて精算

絃の間（担当：野呂）
inquiry@itonoma.info
090-6497-8003

11月1日（月）
18:00～

ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団
第59回定期演奏会

指揮：牧村邦彦
■第1部
・交響的奇想曲（プッチーニ）
・ユーフォニアム協奏曲（ホロヴィッツ）
ユーフォニアム：濵田凌平
■第2部
・スザンナの秘密（フェラーリ）
ジル伯爵：晴雅彦、スザンナ：石橋栄実、サンテ：
田中勉、演出：井原広樹

大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス
未就学児はご
遠慮ください

約300人 全自由席
3,000円

要事前申込（HP）
大阪音楽大学コンサート・センター
06-6334-2242

11月3日（水祝）
15:00～17:00

ぽこフェス！2021
家族みんなで楽しめる吹奏楽コンサート

乳幼児も親子で一緒に参加できるコンサート 豊中市立文化芸術センター大ホール どなたでも
未定
（700～1000人）

300円
（全席指定）

要事前申込
（9月頃、HP、チラシなど
にて告知予定）

ブラスサークル＊ぽこあぽこ
pocoapoco_toyonaka@yahoo.co.jp

11月7日（日）
午前中（予定）

秋の火災予防運動コンサート

消防音楽隊の演奏を通じて、消防に関する広報を
行います

せんちゅうパル南広場 どなたでも 人数制限なし 無料 当日会場
消防総務課
06-6846-8419

11月7日（日）
13:30～17:00

第9回高校生軽音楽フェスティバル
市内高校7校の軽音楽系クラブが活動の成果を発
表します

服部緑地野外音楽堂 どなたでも 1,000人 無料 不要
魅力文化創造課
06-6858-2876

11月9日（火）
14:00～15:30

大阪音楽大学開放講座『音楽・心の旅35』

究極のアンサンブル“弦楽四重奏”　～音のカタロ
グ～

講師：
松田 淳一（大阪音楽大学講師）

共演者：
池淵 友紀(大阪音楽大学卒業生)
柳浦 香澄(大阪音楽大学卒業生)
藤原 克匡(大阪音楽大学卒業生)

中央公民館4階多目的ホール どなたでも 40人 無料 要事前申込（電話）
10/26（火）14時～先着順

中央公民館
06-6866-0555

11月13日（土）
午前中（予定）

消防音楽隊コンサート（新千里消防署開放デー）

新千里消防署開放デーに消防音楽隊が出演しま
す

西丘こども園（新千里消防署に隣接） どなたでも 人数制限なし 無料 当日会場
新千里消防署
06-6872-0119

11月13日（土）
①10:30～
②13:30～

0さいからのコンサート
～かぞくでたのしむクラシック～

家族で楽しめるクラシックコンサート センチュリーオーケストラハウス
未就学児と保
護者

各回120人 無料 要事前申込（HPまたは往
復はがき）

魅力文化創造課
06-6858-2864

11月14日(日)
10:30～16:00

第18回豊中市文化芸術祭
豊中市文化芸術連盟による、三曲（箏・尺八・三
絃）、詩吟、雅楽、合唱、吹奏楽、民謡、舞踊など
の舞台と、生花等の展示を行います。

文化芸術センター大ホール どなたでも 約600人 無料 不要
魅力文化創造課
06-6858-2551

11月19日（金）
12:00～12:45

ランチタイム・ロビーコンサート

市民が身近に音楽を楽しめる機会を提供し、豊か
な心を滋養します。今回は、サクソフォーンがメイ
ンのコンサートです。
P.イトゥラルデ「小さなチャルダッシュ」ほか
サクソフォーン：岩﨑　捺美(大阪音楽大学大学院
１年)、ピアノ：村田美由紀(同大学院１年)

千里文化センター「コラボ」 どなたでも 60人 無料 要事前申込
千里公民館
06-6833-8090

11月20日（土）
時間未定

西村由紀江さん
ピアノコンサート（仮）

豊南市場内の音楽スペースでのコンサート サウンドステーションin豊南市場 どなたでも 未定 無料 不要 魅力文化創造課
06-6858-3208

11月21日（日）
14:00～

中止
豊中市青少年吹奏楽団
第53回定期演奏会

市民の皆さまに無料で楽しんでいただける吹奏楽
のコンサート

文化芸術センター大ホール どなたでも 650人 無料 当日会場

中央公民館
06-6866-0555
豊中市青少年吹奏楽団
info@toyosui.net

毎月第3日曜日
14:00～16:00

クラシック「CD音楽鑑賞会」（未定）
音楽鑑賞研究家の近藤又一さんを迎え、テーマを
決めて開催するCDを使用しての音楽鑑賞

おかまち・あーとらんどyou2（桜塚ショッピ
ングセンター2階）

どなたでも 50人 200円 当日会場
おかまち・まちづくり協議会
06-6841-2525

毎月第4金曜日
19:00～

団塊世代の居場所づくり「アコースティックオープンステージ」（未定）
ブルーグラス、カントリーミュージックを中心とし
た、アコースティックギター等を使用しての演奏会

おかまち・あーとらんどyou2（桜塚ショッピ
ングセンター2階）

どなたでも 50人 500円 当日会場
おかまち・まちづくり協議会
06-6841-2525

10月1日（金）
～10月31日（日）

音楽を楽しむ絵本の展示 音楽がテーマの絵本を展示・貸出します 庄内図書館2階こども室 どなたでも なし 無料 不要
庄内図書館
06-6334-1261

10月1日（金）
～10月31日（日）

音楽に関する資料の展示
図書館内の展示スペースで音楽に関する資料を
展示・貸出します

野畑図書館1階 どなたでも なし 無料 不要
野畑図書館
06-6845-2400

10月2日（土）
～10月31日（日）

音楽に関する資料の展示
図書館愛の展示スペースで音楽に関する資料を
展示・貸出します

高川図書館 どなたでも なし 無料 不要
高川図書館
06-6336-6901

10月2日（土）
～10月31日（日）

音楽に関する資料の展示
図書館内の展示スペースで音楽に関する資料を
展示・貸出します

螢池図書館 どなたでも なし 無料 不要
螢池図書館
06-6840-8000

11月1日（月）
～11月30日（火）

音楽を楽しもう（児童図書の展示）
図書館展示スペースで音楽文化教育に関する図
書を展示します

千里図書館こども室 どなたでも なし 無料 不要
千里図書館
06-6831-0225

11月1日（月）
～11月30日（火）

音楽と仕事（図書の展示）
図書館展示スペースで音楽と仕事に関する図書を
展示します

千里図書館ビジネスコーナー どなたでも なし 無料 不要 千里図書館
06-6831-0225

11月2日（火）
～11月25日（木）

僕も私もミュージシャン　（図書の展示） 楽譜を集めてみました～資料展示と貸出 岡町図書館貸出室 どなたでも なし 無料 不要
岡町図書館
06-6843-4553

11月2日（火）
～11月30日（火）

音楽に関する資料・本の展示　本・CDを中心に
図書館内の展示スペースで音楽に関する資料を
展示・貸出します

庄内図書館1階成人室 どなたでも なし 無料 不要
庄内図書館
06-6334-1261

コンサート・イベント

とよなか音楽月間2021（10月1日～11月30日）市ホームページ掲載情報

※最新情報は各問合せ先へご確認ください。

展示など

市助成金対象


