
Pick Up!

好評開催中のイブニングコンサート出演者
と、“進化系”デュオとして見た目にも楽しい連
弾作品などを中心に演奏しているデュオによ
る、ピアノ名曲コンサート。

9月29日（日）9月29日（日）

※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

※曲目は変更になる場合がございます。

2Fホール（1階席のみ） 
全席自由

14:00

L コード：57601

一般1,500円
高校生以下500円（各当日共）
一般1,350円
高校生以下450円

制作協力：株式会社東音企画　後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会

協力／富田林市カラオケ連絡会

「ピアノ・ファンタジー」「ピアノ・ファンタジー」
山本恵利花（東京藝術大学大学院在籍）山本恵利花（東京藝術大学大学院在籍）酒井有彩（ベルリン芸術大学在籍）酒井有彩（ベルリン芸術大学在籍）

7月20日（土）
※6歳以上有料。5歳以下入場不可。
2Fホール　全席指定
18:00（開場は1時間前） L コード：58282

6,500円

発売日：一般5月19日（日）　すばる友の会5月12日（日）

発売日：5月10日（金）（すばる友の会も同日）

“ RE: ”“ RE: ”MAI KURAKI
LIVE PROJECT 2013 
MAI KURAKI
LIVE PROJECT 2013 

9月28日（土）
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。2Fホール  全席指定

昼の部 13:30
夜の部 17:30

L コード：51632

6,800円（当日500円増）
6,500円

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

発売日：７月１４日（日）　すばる友の会7月7日（日）

すばるパソコン教室

と　き：毎週火～金曜日、
　　　　①午前９時30分～　②午前11時～
　　　　③午後６時30分～　④午後７時45分～
　　　　希望日・時間帯を予約出来ます。（各75分）
　　　　ただし、火・木曜日は①・②のみ開講。
ところ：すばるホール２Ｆふれあいひろば
内　容：「ゆっくりシニアコース」「仕事に役立つＰＣコース」
　　　　「資格取得応援コース（MOS）」「ブログ講座」の他「パソコン入
　　　　門」やワード、エクセルなどご相談に応じます。
受講料：４回券4,800円、6回券6,600円、8回券8,600円
　　　　（別途テキスト代が必要です。）
申　込：すばるホール２F受付カウンターへ　　　

個別指導なので、曜日、時間帯、内容が選べ、
自分のペースでマスターできます。

倉 木 麻 衣倉 木 麻 衣石川さゆりコンサート石川さゆりコンサート

☎
初日
予約

☎
初日
予約

☎
初日
予約

『すばる第九シンフォニー』合唱団員募集
年の締めくくりとも言える第九の合唱。合唱初心者、経験者、ドイツ語のできる方もできない方も、
合唱を通した一体感をぜひ感じてみてください。たくさんのご応募、お待ちしております。

すばる第九シンフォニー2013公演情報（予定）
12月8日（日）  14：00開演
管弦楽／交野シティ・フィルハーモニック　合唱／すばる第九を歌う会
ソリスト／北野智子（S）・橘知加子（A）・茶木敏行（T）・松澤政也（B）
第1部：クリスマス・ソング特集（合唱付）　第2部：ベートーヴェン交響曲第９番（合唱付）

練習日時 月2回（11月は毎週）合計15回 原則 日曜日 10:00～12:00（練習初日は6月9日 すばるホール）
練習場所 大阪大谷大学 カトレアホール　又は　すばるホール
合唱指導 斉藤正義（大阪大谷大学名誉教授）、片桐仁美（沖縄県立芸術大学准教授）
参 加 費 7,000円（但し、高校生までは無料。大学生は半額）その他、チケット販売に協力していた
　　　　　 だきます。
問合せ先 畑中　TEL 0721-24-8196

すばるスペースアート展２０１３
作品大募集！

①小学生の部　4つ切り画用紙（各自でご用意ください）
②幼 児 の 部　すばるホールで配布の画用紙
宇宙をイメージした作品タイトルを決め、絵の具やクレヨンなどで自由に
描いてください。

応募作品は全て展示。応募者全員に参加記念品をプレゼント。
開催期間　7/26（金）～28（日）　10：00～17：00
配布・受付　6/1（土）～7/21（日）
　　　　　 2F受付カウンター　10：00～17：00
※①②以外の方もご応募いただけます。

南大阪管弦楽団第26回定期演奏会
6月16日（日）

すばるホール芸術文化助成事業

2Fホール
お問い合せ  南大阪管弦楽団  奥野雅生  0721－24－7792

14:00 無料

予定曲：A．ドヴォルザーク『新世界より』
　　　　J.シベリウス『カレリア』組曲  他

原作／馬場のぼる（こぐま社刊）

１１ぴきのねこたちの前に現れたのは恐竜の子どものジャ
ブ。がけから落ちたジャブを助け出したねこたちは、ジャブ
の背中にのせてもらったが、どろんこになってしまい…。
ラストがほのぼのとしたお話です。

人形劇団クラルテ

１１ぴきのねこ どろんこ１１ぴきのねこ どろんこ１１ぴきのねこ どろんこ
子どもに大人気！馬場のぼる原作「１１ぴきのねこ」が人形劇に！

すばる歌謡祭り
伊賀あゆみ＆山口雅敏ピアノデュオ伊賀あゆみ＆山口雅敏ピアノデュオ

8月10日（土）
2Fホール　全席自由（1階席のみ）

人形劇団クラルテ　06‒6685‒5601

13:30 おとな1,800円
こども1,000円（当日各200円増）
親子ペア2,500円（当日500円増）
おとな1,620円　こども900円
親子ペア2,250円

Lコード：51631

発売日：5月18日（土） すばる友の会5月11日（土）☎
初日
予約

8月24日（土）

※こどもは３歳以上中学生以下
　２歳以下無料（大人1名につき1名まで膝上鑑賞可、但し、座席が必要な場合は有料）※こどもは３歳以上中学生以下　２歳以下無料（大人1名につき1名まで膝上鑑賞可、但し、座席が必要な場合は有料）

2Fホール　全席自由（1階席500名限定）
14:00

おとな1,500円　こども1,000円（当日各200円増）　親子ペア2,300円（当日400円増）
おとな1,350円　こども900円　親子ペア2,070円

Lコード：51630

発売日：5月18日（土） すばる友の会5月11日（土）☎
初日
予約

南河内JAZZフェスティバル2013 ～Starry Jazz Night～ 

『Standard Jazz Night in富田林』 出演／穂積純典クインテットwith升本しのぶ

9月21日（土）
７月  ６日（土） 井上真紀／Love Notes Hawaiian & Jazz Night in 松原 松原市文化会館
７月２０日（土） 女子Jazz Night 2nd Edition in 藤井寺 パープルホール　
８月  ３日（土） 「昭和ポップス＆歌謡曲」Jazz Night in羽曳野 ＬＩＣはびきの
８月２４日（土） 「スタンダード＆日本映画」Jazz Night in 河内長野 ラブリーホール　
９月  ７日（土） BRASS Jazz Night in 大阪狹山 ＳＡＹＡＫＡホール　

他
館
公
演
情
報

穂 積 純 典（P） 信 貴 勲 次（Tp） 枝　 信 夫（Bs） 石 川 潤 二（Dr） 御子柴秋彦（Ts） 升本しのぶ（Vo）

各ホール窓口　ローソンチケット【Lコード 各館共通54445 セット券54443】
　　　　　　　チケットぴあ【Pコード 各館共通196ー664 セット券780ー514】
　　　　　　　イープラスhttp://eplus.jp/　CNプレイガイド　0570-08-9999

18:30
2F小ホール　全席自由

一　般 2,000円（当日300円増）　ペア券 3,700円（前売のみ）　6公演セット券 9,000円（枚数限定）

※全公演自由席・３歳以上有料・１ドリンク付・税込  ※セット券購入者は、抽選でプレゼントが当たります！

発売日：5月3日（金・祝）（すばる友の会も同日）☎
初日
予約

主催／南河内文化会館ネットワーク委員会　後援／FM OSAKA　協力／NPO法人関西ジャズ協会

プロ・アマ劇団が目白押しの夏休み！　プロ公演以外にも南河内の中高生エンターテイメント
集団「ゲキトモ」や市民劇団つつじ満開座、市民人形劇団が参加！ 劇団かかし座

チケットご購入の方、影絵ワークショップ
にご参加いただけます。
（先着親子20組）
お申し込みは8/24公演の「ハンド・シャ
ドウズ・アニマーレ」の公演チケットを持
ってすばるホール受付カウンターまで
お越しください。

影絵ワークショップ参加者募集
（8/24 12:30～ 13:30予定）

生命を吹き込まれた影たちが繰り広げる、
「手影絵」が主役の究極のパフォーマンス！
生命を吹き込まれた影たちが繰り広げる、
「手影絵」が主役の究極のパフォーマンス！

ハンド・シャドウズ・アニマーレ

第一部　山本恵利花・酒井有彩　ソロリサイタル
第二部　伊賀あゆみ＆山口雅敏ピアノデュオ

【演奏予定曲】
バッハ＝ブゾーニ：シャコンヌ（山本）ショパン：バラード第３番（酒井）
Ｊ．シュトラウスⅡ（Ｇ．アンダーソン編曲）：「美しき青きドナウ」幻想曲（伊賀＆山口） 他

受講生
随時募集中！

会期 7/28～ 8/25

公演以外のお問い合せ

0721-25-0222
※前売りで完売した場合、当日券はございません。
※特に発売日の表示がない催しのチケットは発売中です。
※車椅子での観覧をご希望される場合、お申し込みの際にご相談ください。

…………… チケット専用 ……………

チケット専用電話の受付時間
(チケット発売初日は 10:00～)

※会員先行発売で予定枚数に達した時点で、受付を終了します。
　その場合、一般発売は各プレイガイドのみの販売。

9:00～21:00

0721-26-2060

※チケット発売初日( 友の会・一般共 )は電話予約のみとなります。

FAX 0721-25-0550 【アクセス】
・近鉄長野線「川西駅」から徒歩８分
・南海高野線「金剛駅」下車　南海バス「小金台二丁目」
   バス停から徒歩８分
〒584-0084 大阪府富田林市桜ケ丘町２番８号
※駐車場に限りがあります。電車・バスをご利用ください。

L I C はびきの
近隣ホールチケット情報（前売券）

S A Y A K A ホール

ラブリーホール

（※販売所によりお取り扱いしていない公演がございます）チケット販売所
すばるホール（チケットカウンター）

ローソンチケットLコード予約TEL

ラブリーホール

0721-26-2060

0570-084-005

0721-56-6100

SAYAKAホールチケットカウンター

LICはびきの（チケット専用）

喫茶コンゴー（富田林市役所内）

072-365-9590

072-950-5504

0721-25-1000

ニシバタ楽器・千代田センター

レインボーホール（富田林市民会館）

エコール・ロゼ（代表）

0721-53-2480

0721-25-1117

0721-28-4110

3日（祝）

9日（木）

11日（土）

17日（金）

19日（日）

25日（土）

26日（日）

2日（日）

9日（日）

15日（土）

16日（日）

22日（土）

23日（日）

30日（日）

 
13:00 小ホール 無料 ＧＥＰ  080-3115-7806 

   

プラネdeえほん 10:30 プラネタリウム 無料 すばるホール

 
14:00 プラネタリウム 2000円 すばるホール

 
17:00 レストラン 完売御礼 すばるホール

すばるキッズ無料観望会 19:30 正面玄関前 無料 すばるホール

すばるワンコインシネマ『マルタの鷹』 10:00 プラネタリウム 500円 すばるホール

涼の会 12:00 ホール 無料 

ソナーポケット　ソナポケイズムVol.4 18:00 ホール 完売御礼 すばるホール  

ミュージックフェスティバル 15:30 ホール 無料 すばるホール  

被災者救援映画会「さよなら原発」　  銀河の間

すばる寄席　上方落語競演会 14:00 銀河の間 2000円 すばるホール

くすのき塾カラオケお楽しみ会 10:00 小ホール 無料 

南大阪管弦楽団第26回定期演奏会 14：00 ホール 無料 

 
17:00 レストラン 600円 すばるホール

 
14：00 リハーサル室  すばるホール

市民民謡大会 10:30 銀河の間 無料 すばるホール

行　事　名 開演時間 会　場 前売料金 主催・お問い合せ先

□スペシャルオルガンコーンサート 第4弾 「これぞ楽器の女王！」～感動の響きがここにある～
●6月22日（土）　●15時00分開演（14時30分開場）　●1階 ホールM・全指定席
●2,000円（当日500円増）・未就学児入場不可
●出演者：第1部 土橋薫（オルガン）、畑田弘美（ソプラノ）第2部 ジャン＝フィリップ・メルカールト（オルガン）
□第38回りっくぷち寄席　～おもしろ落語カタログ～
●6月23日（日）　●14時00分開演（13時30分開場）　●1階 ホールM・全指定席
●1,000円（当日200円増）・未就学時入場不可
●出演者：笑福亭福笑・林家染雀・林家竹丸・林家染吉

□さやか寄席　米團治 昇太 二人会
●5月26日（日）　●14時00分開演　●大ホール（全席指定）
●3,000円（当日500円増）　●出演：桂米團治・春風亭昇太
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
□布施明LIVE2013
●7月6日（土）　●17時00分開演　●大ホール（全席指定）
●5,500円（当日500円増）　●出演：布施明
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

□河内長野マイタウンオペラコンチェルタンテ Vol.2「カヴァレリア・ルスティカーナ」（原語上演・字幕付）
　河内長野マイタウンオペラ「ジャンニ・スキッキ」（原語上演・字幕付）
●7月28日（日）　●14時00分開演　●大ホール（全席指定）
●SS席6,000円／S席5,000円／A席3,000円／B席1,500円／学生券1,500円（全席指定）
●音楽監督／牧村邦彦　指揮／井村誠貴　演出／岩田達宗　管弦楽／大阪交響楽団
　合唱／河内長野マイタウンオペラ合唱団
●出演：〈カヴァレリア・ルスティカーナ〉田中友輝子、松本薫平、東平聞、高谷みのり、井上美和
　〈ジャンニ・スキッキ〉松澤政也、稲森慈恵、清原邦仁、児玉祐子、島袋羊太、喜多ゆり、柴山愛
　中野嘉章、片桐直樹、菊田隼平、藤原未佳子、山中雅博、田中勉、竹内直紀
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
※すばるホールではS席のみの販売

ホール
発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

2013.
May & June

5&6
News

SUBARU NEWS

5 . 6月イベントカレンダー

5
月

6
月

富田林市日本舞踊協会 花柳吟明
090－9611－3550

富田林革新懇
0721－26－1079

大阪ご当地ヒーロー大集合！
『大阪ジャスティス2013』

星空シアター
『Yumikoワンマンライブin富田林』

すばるイブニングコンサート
『杉本沙織ピアノリサイタル』

①10:00
②13:00

すばるイブニングコンサート
『三重野奈緒ピアノリサイタル』

私の街でクラシックVol.6
『ベートーヴェン そして関わりのあった作曲家達』

南大阪管弦楽団  奥野雅生
0721－24－7792

くすのき塾事務局　清井浩
0721－23－5430

一般
1000円

一般1200円
シニア1000円
高校800円

高校生以下
500円

■休館日のお知らせ　5月13・20・27日　※5/3～6は17:30閉館　　6月3・10・17・24日

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）
開演 前売料金 チケット販売所会場 すばる友の会前売料金 発売初日は電話予約のみ

（10時開始  一般・友の会先行共）
☎
初日
予約

表示の
見かた

完売
御礼5月25日（土）ソナーポケット



プラネタリウム《Planetarium Info》

お馴染みの童話をプラネタリウム向けにアレンジ。
こころ温まるお話です。

「望遠鏡で月や星を見てみたい」「望遠鏡を覗いたことがない」と思った方、必見です！
夜の散歩がてら、ご家族で望遠鏡を覗きに来てみてください。

ダシール・ハメットのミステリー。ハードボイルド映画の代名詞とされる逸品！
（1941年／アメリカ／100分／字幕スーパー）

マルタの鷹

※プラネタリウムドームスクリーンに上映するため、座席に
　よっては映像がゆがみます。あらかじめご了承ください。

Lコード：57092

新着公演《Brand-new Lineup》

好評発売中《Now on SALE》 お馴染みのシリーズイベント《Series Event》

発売日： 5月16日（木）（すばる友の会も同日）　※「マルタの鷹」は発売中

すばる寄席 上方落語競演会

今をときめく上方落語界
の雄が繰り広げる華麗な
る競演会！

6月9日（日）

※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

4F 銀河の間
全席自由

14:00（開場は45分前） 

2,000円（当日500円増）
1,800円

Lコード：58876
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米村でんじろうサイエンスショー

7月28日（日）

すばるワンコインシネマ
～あの名作の感動をスクリーンで、もう一度！～

今、注目を集めているフ
ルーティストYumiko（相
愛大学音楽学部音楽学科
卒）のレコ発ワンマンラ
イブが決定！

5月11日（土）

星空シアター
Yumikoワンマンライブ in富田林

フルート
Yumiko

キーボード
Keiko

チェロ

南口真耶

※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

3Ｆプラネタリウム室
全席自由  限定170名

14:00

2,000円（当日500円増）
1,800円

Lコード：58576

うわ～っ！うわ～っ！

空気
砲だぁ～！

ど～んっ！

空気
砲だぁ～！

ど～んっ！

あっと驚く実験の数 ！々 科学っておもしろい！
親子で楽しめる!! 科学の不思議や楽しさを再発見!!!  

※3歳以上有料（2歳以下は大人1名につき1名まで膝上鑑賞可、但し、座席が必要な場合は有料）

2Fホール　全席指定
①13：00　②15：30

一般2,500円　　中学生以下2,000円（各当日共）
一般2,300円　　中学生以下1,800円

Lコード：58853

※実験内容は上記写真と異なる場合がございます

3Fプラネタリウム室
 全席自由　限定各80名

10:00 500円（当日共）
450円　

5月17日（金）

“クールビューティー”グレイス・ケリー出演作品。西部劇の名作！
（1952年／アメリカ／84分／字幕スーパー）

真昼の決闘
7月12日（金）

テネシー・ウィリアムズの戯曲を映画化。
ヴィヴィアン・リーがオスカーを獲得した作品
（1951年／アメリカ／122分／字幕スーパー）

欲望という名の電車
9月13日（金）

地球を飛び出して、知られざる星の
一生を紹介するサイエンス番組。
さまざまな星が語る秘密の物語に、
耳を傾けてみませんか。

5月12日（日）～26日（日）

土星を観てみよう
5月11日（土）

月と夏の大三角を観てみよう
7月21日（日）

おとな500 円   こども250 円 

団体観覧も受付しています。

（こどもは 4歳以上、中学生以下）

※１ 5/4（土・祝）は土曜プログラムで投映します。
※２ 5/26まで『さんびきのこぶた』、 6/1より『たなばたさま』を投映します。

■各番組の前半に星空生解説があります。
■『星空散歩』は星空生解説を満喫できるプログラムです。

平日の月曜日　　
5/7（火）～ 10（金）
5/11（土）

休館日のため
設備保守のため
イベント実施のため

投
映
休
止
日

観  

覧  

料

5月12日（日）～7月7日（日）まで
火・木 水・金時 間

15:00 「スター大百科」 「名探偵コナン」
火・木 水・金時 間

15:00 「アンパンマン」 「名探偵コナン」

土 日・祝時 間

11:00

13:00

14:30

16:00

「さんびきのこぶた」
「たなばたさま」※2
「スター大百科」
「名探偵コナン」
「スター大百科」

「さんびきのこぶた」
「たなばたさま」※2
「スター大百科」
「名探偵コナン」
「星空散歩」

土※1 日・祝時 間

11:00

13:00

14:30

16:00

「アンパンマン」 
「名探偵コナン」
「アンパンマン」
「名探偵コナン」

「アンパンマン」 
「名探偵コナン」
「アンパンマン」
「星空散歩」

～5月6日（月・祝）まで

きみの知らない

星のひみつは
ここにある。

三ツ矢 雄 二 日 高 のり子
©2011 Evans & Sutherland 

今年はすばるホール全館がアート会場に！見る・体験するイベントが盛りだくさん！

すばる　　　アートフェスKidsすばる　　　アートフェスKids

すばるキッズミュージカ
ル

すばるキッズミュージカ
ル

すばるキッズミュージカ
ル

すばるキッズミュージカ
ル
20132013

ついに始まった母と子の最終戦争！
子どもたちは、自由を求めて秘密基地に閉じこもった。
そしてタイムマシンに乗って現れた未来からの使者。
子どもの夢。
母の想い。
その先にあるものとは・・・

１０月に開催の「音楽の絵本」のシリ
ーズから「サキソフォックス」が登場！
ラトゥール、ラフィット、マルゴー、ムー
トンという四つ子のきつねによるサッ
クス四重奏団による、ミニ・コンサー
トをお楽しみに！

8/18
（日）

乳幼児
大歓迎

2Fホール
14:00 一般1,000円  高校生以下500円（各当日共）

全席当日座席指定（座席指定は当日の10:00より開始、お1人様4枚まで）

発売日：6月1日（土） （すばる友の会も同日）☎
初日
予約

新屋英子一座２０１３演劇公演

10月5日（土） 8月4日（日）
作・演出／鶉野昭彦
「身世打鈴」などの一人芝居
や映画・テレビドラマで大活
躍の富田林市在住の女優、
新屋英子さんとオーディショ
ンで選ばれたアマチュアキャ
ストで贈る感動のステージ。

今回は金管五重奏のズーラシアンブラスに加え、ドラムのドール、弦うさぎからピ
アノでベス、サキソフォックスからラトゥールが参加。
いつものクラシックとはひと味違うにぎやかなジャイブバージョンでお届けします。

※詳細は次号でお知らせします。

2Fホール  全席自由
14:00

一般2,000円  中学生以下1,500円（当日各500円増）
一般1,800円　中学生以下1,350円

一般900円　 高校生以下500円

制作／クエール企画

発売日：6月1日（土）  （すばる友の会も同日）☎
初日
予約

親子のためのコンサート

☎
初日
予約

発売中

Lコード：57096

Lコード：57099

投映プログラムさんびきのこぶた
　ながれぼしをみた

7月7日の七夕の日に、笹を飾ってお祈りする
のはなぜでしょう？織姫と彦星はどうして年
に1度しか会えないのでしょうか？みんなの
大好きなたなばたさまのお話をプラネタリウ
ムでご覧ください。

6月1日（土）～7月7日（日）

たなばたさま

予定曲目：ベートーヴェン：フルート、ヴァイオリン、ヴィオラ
のためのセレナードOp.25
モーツアルト：フルートソナタ　kv.14　　ほか

とんだばやし演奏家協会

私の街でクラシックVol.6
ベートーヴェン  そして関わりのあった作曲家達

6月23日（日）

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください　※会場ではスリッパに履き替えていただきます

２Ｆリハーサル室　全席自由（限定８０名）
14:00

一般1,000円　高校生以下500円（当日各200円増）
一般900円　　高校生以下450円

Lコード：58647

発売日：5月10日（金） （すばる友の会も同日）

長山 慶子
（フルート）
長山 慶子
（フルート）

坪本佐智子
（ピアノ）
坪本佐智子
（ピアノ）

奥田なな子
（チェロ）
奥田なな子
（チェロ）

奥田 章子
（ヴァイオリン）
奥田 章子
（ヴァイオリン）

植田 延江
（ヴィオラ）
植田 延江
（ヴィオラ）

すばるイブニングコンサート
ピティナ推薦！全国トップクラスの学生ピアニストによるコンサート

5/12スタート！
新番組

プラネタリウムでしか観る事のできない完全オリジナルス
トーリー！
星空生解説も一緒にお楽しみいただけます。

名探偵コナン 星影の魔術師

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS1996

マジシャン

7月7日（日）

＜出演＞
中川家、パンクブーブー、
ダイノジ、トレンディエンジェル、
磁石  ほか

年末の「THE ＭＡＮＺＡＩ」がテ
レビから富田林へ！
よしもとの認定漫才師だけでな
く、ファイナリストの「磁石」も登
場！

THE MANZAI ツアーin富田林

※都合により出演者が変更になる場合があります。尚、変更に伴う払戻しはいたしません。
※ビデオ・カメラまたは携帯電話での撮影禁止。
※5歳以上有料。4歳以下は膝上のみ無料。お席が必要な場合は有料

発売日：一般5月11日（土）　すばる友の会5月10日（金）

２Ｆホール　全席指定
15:30 3,300円（当日200円増）

3,000円

主催／公益財団法人富田林市文化振興事業団　株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー

1Fレストランすばる 全席自由（限定５０名）
17:00（開場は45分前） 

500円　
600円（当日200円増）※１ドリンク付

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
制作協力／株式会社東音企画
後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会

6月22日（土）
Lコード：57940

三重野奈緒
（兵庫県立西宮高等学校音楽科３年）

予定曲
◆ラヴェル／
　「夜のガスパール」（全曲） 他

7月11日（木）
5月9日（木）

みんなで一緒に絵本を読もう！
ドームに絵本を映しだします！
１～ 3歳位のお子様対象ですが
年齢制限はありません。

プラネdeえほん
プラネタリウムで絵本を読もう！

参加無料 参加無料

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛
　　　こんごうおやこ劇場

10:30 （開場は15分前）
限定100名

3Fプラネタリウム室

入場無料

※６月はお休みします。

すばるホール前に望遠鏡を設置・開放します。

すばるキッズ無料観望会
望遠鏡を覗いてみよう！

※当日、雨天や雲の厚い場合には観望会を中止します。
　中止の際は当日の18時段階でホームページにてお知らせいたします。
※必ず保護者同伴でご参加ください。

おとな1,500円  こども1,000円（当日共）

おとな1,350円  こども900円

２Fホール（１階席のみ）全席指定
①11：00　②14：30

発売日：一般7月13日（土）　すばる友の会7月6日（土）☎
初日
予約

Lコード：51636

Lコード：51638

Lコード：57081スーパーキッズチケットセンター
http://superkids.co.jp/ticket/

※こどもは３歳～小学生
※３歳未満はおとな１名につき１名まで
　膝上鑑賞可（但し、座席が必要な場合は有料）

約45分

約45分

約40分

約30分

こどもに
大人気！

２F正面玄関前19:30～20:30

『5/11（土）杉本沙織』完売御礼

©SUPERKIDS

2013 公演メンバー

2012 年公演

時をこえたオルゴール

不要になったＣＤを
お持ち下さい。
自分デザインの
ＣＤこまを作ってみよう！

CDこま 音楽を耳で、光を目で感じて
自分流の絵を描こう！

キッズフィーリングアーツ サキソフォックス
ミニコンサート

日本古来からの
アートな遊び“折り紙”
みんなで一緒に
いろいろ作ろう！

折り紙のコーナー

©SUPERKIDS

オーディションで選ばれた子供達が魅せる本格舞台劇！ 幼児向

幼児向


