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事 業 報 告 書 

(平成 27 年度) 

 

ⅠⅠⅠⅠ    事業事業事業事業のののの概要概要概要概要    

市民の積極的・自主的な文化活動の促進と機会の充実を図るため「地域とともに」を基本理念

とし、身近で親しむことができる様々な事業を実施するとともに、芸術文化創造の核となる人づ

くりや次世代を担う子どもたちへの芸術文化活動にも積極的に取り組み、市民芸術活動の支援、

人材育成の推進並びに教育活動への貢献などにより、特色ある富田林市の芸術文化の創造・発信

に努めました。 

  本年度においては、幅広い世代の「市民参加」、次代を担う子どもたちの「育成」、文化芸術団 

体の「支援」を事業の主軸として、当事業団と文化芸術振興パートナーシップ協定を締結した国 

内トップレベルの交響吹奏楽団 Osaka Shion Wind Orchestra（旧大阪市音楽団）による中学校吹 

奏楽部へのクリニックや、市内小学校を対象とした学校鑑賞会のほか、協定の締結記念として「宮 

川彬良＆Osaka Shion Wind Orchestra 富田林演奏会」を実施するなど、地域に根ざした取り組み 

を行いました。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    事業事業事業事業のののの内容内容内容内容    

１１１１．．．．文化芸術文化芸術文化芸術文化芸術のののの振興事業振興事業振興事業振興事業    

（（（（1111））））舞台芸術鑑賞事業舞台芸術鑑賞事業舞台芸術鑑賞事業舞台芸術鑑賞事業    

子どもから大人まで幅広い年齢層を対象に、優れた芸術文化を身近に親しむことができるよ

うに音楽・演劇・伝統芸能・映画など様々なジャンルの舞台芸術鑑賞の機会を提供するととも

に、ワークショップや舞台裏見学バックヤードツアーを連動して行うことにより、市民が気軽

に芸術文化に触れることができる環境づくりを目的として、各種公演を実施しました。 

    

アアアア））））音楽事業音楽事業音楽事業音楽事業    

① 吉田正記念オーケストラ いつでも元気がでるコンサート 

  永遠の吉田メロディー。演奏が始まると一緒に口ずさんで楽しい、涙と笑いに包まれる

中高年のための元気がでるコンサート。 

 ［日   時］ 6 月 13 日（土）開演 14:00 

［会   場］ 2Ｆホール 

［出   演］  指揮／大沢可直 

管弦楽／吉田正記念オーケストラ 

［入 場 料］  一般 2,500 円、大学生以下 1,000 円 

［入場者数］  485 名 

[助  成]  一般財団法人地域創造 

 

◇ 生のオーケトスラで歌声喫茶参加者募集 

 吉田正記念オーケストラの生の演奏で、懐かしい昭和歌謡曲をホールステージで楽しく

みんなで歌う 60 歳以上の方を募集し、78 名の方々の参加がありました。 

 

 

② 新垣隆＆礒絵里子おしゃべりコンサート 

［日  時］  7月 17日（金）開演 18:00  

［会  場］  2Ｆホール 

［出  演］  ピアノ・作曲／新垣隆 

ヴァイオリン／礒絵里子 

［入 場 料］ 一般 3,500 円、大学生以下 1,000 円、ペア 6,000 円 

［入場者数］  214 名 

 



③ ベンチャーズ ジャパン・ツアー2015 

［日  時］  7月 26 日（日）開演 15:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 6,000 円 

［入場者数］  702 名 

 

 

   ④ ドイツ青少年オーケストラとの国際親善第九演奏会 

［日  時］  8月 29日（土）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［出  演］  指揮／Uwe Renz  管弦楽／ドイツ東ヴュルテンベルク青少年フィルハーモ 

ニーオーケトスラ  ソプラノ／木澤佐江子 アルト／橘知加子 

テノール／茶木敏行 バリトン／松澤政也 合唱／すばる第九を歌う会、 

PL学園小学校コーラス部、富田林市少年少女合唱団及びシニア 

［入 場 料］ 一般 1,000 円、高校生以下 500 円 

［入場者数］  614 名 

 

 

⑤ Becky♪#Live in SUBARUHALL2015 

［日   時］  9月 25日（金）開演 19:00 

［会   場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 5,500 円 

［入場者数］  460 名 

 

 

⑥ 森山良子コンサートツアー2015-2016～フォークソングの時代～ 

［日   時］  10月 24日（土）開演 16:00 

［会   場］  2Ｆホール 

［入 場 料］  5,000 円 

［入場者数］  702 名    

 

 

⑦ WADAIKO TAO 「情熱 LIVE TATAKIMAKURE」 

世界 20ケ国、400 都市、観客動員数 650 万人を超える驚異のドラム・アート・パフォーマ

ンス「TAO」。和太鼓だけではなく、三味線、琴、笛など日本の伝統的な楽器を用いながら、

パフォーマンス、舞台美術など、今までの和太鼓の概念を覆すステージを繰り広げる。 

［日  時］  1 月 24日（日）開演 14:00 
［会  場］  2Ｆホール 
［入 場 料］  一般 3,500 円、高校生以下 3,000 円 

［入場者数］  747 名 

    

    

⑧ デビュー25 周年記念＆すばるホール開館 25 周年記念 

  晴雅彦バリトンリサイタル 

 富田林市出身のオペラ歌手、晴雅彦のデビュー25 周年記念リサイタル 

［日   時］  3 月 13 日（日）開演 14:00 

［会   場］  2Ｆホール 

［出  演］  晴雅彦（バリトン）、荒尾岳児（ピアノ） 

［入 場 料］  一般 2,000 円、高校生以下 500 円 

［入場者数］  325 名    



⑨ 山内惠介熱唱ライブ 2016～愛・生きる力～ 

［日  時］  3 月 21 日（月）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 5,800 円 

［入場者数］  798 名 

 

 

⑩ 角渉コンサート 

    ■ 角渉ソロピアノＬＩＶＥ!～MY HISTORY～ 

［日  時］  9月 19日（土）開演 17:00 
［会  場］  1Ｆレストラン 
［入 場 料］  600 円（ドリンク付き） 

［入場者数］  55 名 

 

■ 角渉トリオＬＩＶＥ!～SU・BA・RU～ 

［日  時］  10月 31 日（土）開演 18:00 
［会  場］  2Ｆ小ホール 
［入 場 料］  一般 1,000 円、ペア券 1,800 円 

［入場者数］  126名 

 

 

⑪ 星空シアターコンサート 

■ 純名里沙コンサート～七夕の夜“星影の小径”を歩く～ 

［日   時］  7月 11 日（土）開演 13:30 

［会   場］  3Ｆプラネタリウム室 

［出  演］  ヴォーカル／純名里沙 

ギター／笹子重治 

［入 場 料］  3,000 円 

［入場者数］  163名 

    

    ■ 青木カレン プラネタリウムライブ 

［日  時］  1 月 30日（土）開演 16:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム室 

［入 場 料］  3,000 円 

［入場者数］  155 名    

    

    

    

イイイイ））））    演劇演劇演劇演劇・・・・舞踏事業舞踏事業舞踏事業舞踏事業    

① わらび座舞楽詩「風の又三郎」音楽×伝統芸能×演劇 

       ［日  時］  6 月 6 日（土）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］  一般 3,000 円、大学生以下 1,800 円、ペア 5,500 円 

［入場者数］  327 名 

 

◇ 演劇ワークショッップ 

     わらび座俳優による演劇ワークショップを開催。演劇ワークショップの他、風の又三郎

のみどころや俳優との交流の場を提供。 

［日  時］  4月 12日（日）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆ小ホール 



［参 加 料］  無料 

［参加者数］  18 名 

 

 

② しまじろうコンサート「しまじろうとロボットのくに」 

［日  時］  10月 12日（祝）開演 13:00・15:30  

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］  1,960 円 

［入場者数］  1,412 名（幼児 140 名含む） 

 

 

③ 劇団チョコレートケーキ with バンダ・ラ・コンチャン「ライン（国境）の向こう」 

第 49 回紀伊国屋演劇賞団体賞を受賞し、いま最も注目されている劇団チョコレートケーキ

と無冠のベビーフェイス バンダ・ラ・コンチャンの近藤芳正がタッグを組んだ注目の舞台 

［日  時］  1 月 9日（土）開演 15:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［脚  本］ 古川 健 

［演  出］ 日澤雄介 

［出   演］ 戸田恵子、高田聖子、小野賢章、清野奈名 

浅井伸治、岡本 篤、西尾友樹、谷仲恵輔 

寺 十吾、近藤芳正 

［入 場 料］  一般 4,000 円、高校生以下 3,000 円 

［入場者数］  786名 

 

 

④ 劇団カッパ座富田林公演「みにくいアヒルの子」 

［日  時］  2月 14日（日）開演 10:30・14:30 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］  一般 1,600 円、高校生以下 1,100 円 

［入場者数］  1,328 名 

 

 

 

ウウウウ））））伝統芸能事業伝統芸能事業伝統芸能事業伝統芸能事業    

① 週末よしもと 爆笑スーパーステージ in 富田林 2015 

［日   時］  4月 11 日（土）開演 17:30 

［会   場］  2Ｆホール 

[出  演]  次長課長、パンサー、シャンプーハット ほか 

［入 場 料］  3,000 円 

［入場者数］  342 名 

 

② すばる寄席「桂文之助 独演会」 

［日  時］  1 月 10日（日）開演 14:00 

［会  場］  4Ｆレセプションホール 

［出  演］  桂文之助、桂ざこば、桂そうば、豊来家一輝 

［入 場 料］  2,300 円 

［入場者数］  241名 

    

    

    



エエエエ））））映画事業映画事業映画事業映画事業    

① すばる映画祭～Film Collection～ 

■～パリ・オペラ座へようこそ～ライブビューイング「アイーダ」 

［日  時］  1 月 31 日（日）開演 13:30 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］  2,000 円 

［入場者数］  147 名 

 

 

② すばるワンコインシネマ 

■ 二人でお茶を 

［日  時］  5月 15日（金）開演 10:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム 

［入 場 料］  500 円 

［入場者数］  40 名 

 

■ 地上最大のショウ 

［日  時］  7月 17日（金）開演 10:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム 

［入 場 料］  500 円 

［入場者数］  24 名 

 

■ モロッコ 

［日  時］  9月 18日（金）開演 10:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム 

［入 場 料］  500 円 

［入場者数］  36名 

 

■ 巴里の屋根の下 

［日  時］  11 月 20日（金）開演 10:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム 

［入 場 料］  500 円 

［入場者数］  32 名 

 

■ 嘆きのテレーズ 

［日  時］  1 月 15日（金）開演 10:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム 

［入 場 料］  500 円 

［入場者数］  48 名 

    

■ 風と共に去りぬ 

［日  時］  3 月 18日（金）開演 13:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］  500 円 

［入場者数］  247 名 

    

    

    

    

    



オオオオ））））南河内南河内南河内南河内 JAZZJAZZJAZZJAZZ フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル 2012012012015555    KING COLUMBIA Swing Jazz Live KING COLUMBIA Swing Jazz Live KING COLUMBIA Swing Jazz Live KING COLUMBIA Swing Jazz Live inininin 富田林富田林富田林富田林    

南河内地域にある文化会館による連携事業で、JAZZをテーマにスタンダード、スイング、

昭和ポップスなどの様々なジャンルの演奏をホールラリーのかたちで企画・制作したコンサ

ートフェスティバルです。すばるホールでは、アメリカの古き良き時代のスイングジャズを

ルーツとし独自のビート感やスイング感に遊び心たっぷりのエッセンスをふりかけた、浪速

の和製ジャズバンド KING COLUMBIAを実施しました。    

［日  時］  9月 5日（土）開演 18:30 

［会  場］  2F小ホール 

［出 演 者］  KING COLUMBIA 

［入 場 料］  一般 2,000 円、ペア券 3,800 円、3 公演パス券 4,500 円 

        全公演自由席 3歳以上有料（1 ドリンク付） 

［主  催］ 南河内文化会館ネットワーク委員会 

［後  援］ 南海電気鉄道㈱ 

［協  力］ NPO法人関西ジャズ協会・近畿日本鉄道㈱ 

［入場者数］  172 名 

 

 

（（（（2222））））市民参加市民参加市民参加市民参加のののの文化芸術創造文化芸術創造文化芸術創造文化芸術創造事業事業事業事業    

芸術文化事業への参加創造は、すばるホールが地域の芸術文化活動の拠点となり、市民自ら

が舞台に参加し、創造する機会を提供することを目的として実施しています。 

 

アアアア））））夏夏夏夏・・・・劇劇劇劇!!!!すばるすばるすばるすばる演劇演劇演劇演劇フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル 2015201520152015    

① 劇団たふたふ「てぶくろをかいに」 

［日  時］ 7月 20日（祝）開演 10:30 

8月 27日（木）開演 10:30・11:30 

［会  場］  2Ｆふれあいひろば 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  193名 

 

 

② 劇団つつじ満開座「古本屋会談」～タマシイが集まる、あやかしの書店～ 

［日  時］ 7月 25日（土）・26 日（日）開演 13:30 

［会  場］  2Ｆ小ホール 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  282 名 

 

 

③ クリオネ（マリオネット）「嫁にいったキヌ」「鬼と若者」「楽しいお散歩」 

［日  時］ 7月 28日（火）開演 13:30 

       7月 31 日（金）開演 10:30 

［会  場］  2Ｆふれあいひろば 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  106名 

 

 

④ 高校演劇全国大会出場校招聘公演 

大分県立大分豊府高校演劇部「うさみくんのお姉ちゃん」 

佐賀県立佐賀東高校演劇部「ママ」 

［日  時］ 8月 2日（日）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 



［入 場 料］  無料 

［入場者数］  254 名 

 

 

⑤ ココマムシャンソンズ 

［日  時］ 8月 8日（土）開演 11:00 

［会  場］  2Ｆふれあいひろば 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  83名 

 

 

⑥ パフォーマーズクルーすばる座「パミレス!!」 

［日  時］ 8月 9日（日）開演 13:00 

［会  場］  2Ｆ小ホール 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  70 名 

 

 

⑦ 中高生エンターテイメント集団ゲキトモ「あすか～明日、咲く花」 

［日  時］ 8月 15日（土）開演 14:00 

8月 16 日（日）開演 13:00 

［会  場］  4Ｆレセプションホール 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  276名 

 

 

⑧ 人形劇団 ZOOっと「どうぞのいす」「天狗のはうちわ」 

［日  時］ 8月 18日（火）開演 13:30・14:45 

       8月 20日（木）開演 10:30 

［会  場］  2Ｆふれあいひろば 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  211名 

 

 

イイイイ））））新屋英子一座新屋英子一座新屋英子一座新屋英子一座 20202020 周年記念周年記念周年記念周年記念公演公演公演公演「「「「砂漠砂漠砂漠砂漠のののの薔薇薔薇薔薇薔薇」」」」～～～～スバルスバルスバルスバルよりよりよりより永遠永遠永遠永遠のののの愛愛愛愛をををを込込込込めてめてめてめて～～～～    

「身世打鈴」などの一人芝居でお馴染みの富田林市在住の女優・新屋英子氏と広報誌等に

より広く一般出演者を募集し、オーディションで選ばれたアマチュアキャストでつくる『新

屋英子一座』、真夏に繰り広げられる富田林の風物詩として、定着している。 

［日  時］ 8月 9日（日）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［作・演出］  鶉野昭彦 

[出  演]  新屋英子、鶉野樹里（劇団俳優座）、小林育栄（劇団野火の会） 

       オーディションで選ばれたアマチュアキャスト 

［入 場 料］  一般 2,000 円、中学生以下 1,500 円 

［入場者数］  616名 

 

 

 

 

 



ウウウウ））））    すばるキッズすばるキッズすばるキッズすばるキッズアートフェスティバルアートフェスティバルアートフェスティバルアートフェスティバル 2015201520152015    

①  キッズアートフェスティバル 

［日  時］ 8月 23 日（日）10:00～15:00 

［会  場］  全館 

［協  力］  富田林市レクリエーション協会、富田林市こども会育成連絡協議会 

富田林民話研究クラブ、わくわくミュージアム実行委員会 

富田林市ダンス連盟、富田林市青少年指導員連絡協議会 

一般社団法人富田林青年会議所、大阪大谷大学、金剛ワーククラブ 

NPO法人ふらっとスペース金剛、富田林市食生活改善推進協議会 

精華高等学校演劇部、ゲキトモ、スバルファイブ 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］  2,582 名 

 

 

② 人形劇団クラルテ「サーカスのライオン」 

［日  時］ 8月 23 日（日）開演 10:30 

［会  場］  4Ｆレセプションホール 

［入 場 料］  おとな 1,700 円、こども 700 円、親子ペア 2,200 円 

［入場者数］  120 名 

 

 

③ 大阪交響楽団 0 歳から入れる親と子のコンサート 

［日  時］ 8月 23 日（日）開演 14:30 

［会  場］  4Fレセプションホール 

［入 場 料］  おとな 1,000 円、こども 500 円、親子ペア 1,350 円 

［入場者数］  365 名 

    

    

エエエエ））））すばるすばるすばるすばるミュージカルミュージカルミュージカルミュージカル 2015201520152015「「「「ネバーランドのネバーランドのネバーランドのネバーランドの誓誓誓誓いいいい」」」」    

すばるホールオリジナルミュージカル、オーディションで選ばれた子供たちが魅せる本格

舞台劇  

［日  時］ 8月 23 日（日）開演 13:30 

［会  場］  2Ｆホール 

［作・脚本］  正木邦彦 

［演出作曲］  藤田晴美 

［指  導］ KeiTeee、喜納さおり、YUKI 

［出  演］  富田林市内在住・在学の小学 4年生から高校生の 35 名 

［入 場 料］  一般 1,000 円、高校生以下 500 円 

［入場者数］  637 名 

    

        

オオオオ））））キッズキッズキッズキッズダンスダンスダンスダンスワークショップワークショップワークショップワークショップ    

平成 28 年 8 月 21 日に実施する子供達で作り上げる感動のステージ「すばるキッズダンス

ミュージカル」公演に向けて、初心者を対象としたヒップホップダンスのレッスン参加者を

募集。 

［募集対象］  市内在住・在学の小学 2年生から高校 2年生 

［講  師］  藤原美紀、SHINOBU、NANAMI 

［日  程］ 1 月 17日（日）～全 7日間 

［会  場］  2Fリハーサル室 

［参 加 費］  参加無料 



［参加者数］  54 名（小学生 51名・中学生 3名） 

    

    

（（（（3333））））芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化のののの普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業普及啓発事業    

次代の演奏家の育成や鑑賞人口の拡大に取り組む事業を実施することにより、将来の文化活

動の振興に向けた基盤作りを行うとともに、芸術文化に積極的にかかわる市民の活動を支援す

るため、各種文化団体等の育成に努めました。 

アアアア））））すばるイブニングコンサートすばるイブニングコンサートすばるイブニングコンサートすばるイブニングコンサート    

PTNA（一般社団法人全日本ピアノ指導者協会）から推薦を受けた実力派若手演奏者によ

るシリーズ。若手演奏者の育成と地域のクラシック鑑賞者の拡大を図る。 

① 佐藤嘉春（東京音楽大学 2年） 

［日  時］ 5月 9 日（土）開演 17:00 

［会  場］  レストラン 

［入 場 料］  600 円 

［入場者数］  39 名 

 

 

② 三好朝香（東京藝術大学 3 年） 

［日  時］ 5月 16 日（土）開演 17:00 

［会  場］  レストラン 

［入 場 料］  600 円 

［入場者数］  45 名 

    

    

③ 長澤優花（兵庫県立西宮高等学校 3 年） 

［日  時］ 6 月 27日（土）開演 17:00 

［会  場］  レストラン 

［入 場 料］  600 円 

［入場者数］  42 名 

    

    

④ 川上夢呼（東京藝術大学 2年） 

［日  時］ 12月 26 日（土）開演 17:00 

［会  場］  レストラン 

［入 場 料］  600 円 

［入場者数］  27 名 

    

    

⑤小嶋早恵（大阪信愛女学院高等学校 1 年） 

［日  時］ 2月 6 日（土）開演 17:00 

［会  場］  レストラン 

［入 場 料］  600 円 

［入場者数］  45 名 

    

    

⑥ 山内海波（神戸女学院大学 1 年） 

［日  時］ 3 月 5日（土）開演 17:00 

［会  場］  レストラン 

［入 場 料］  600 円 

［入場者数］  44 名    



イイイイ））））私私私私のののの街街街街でクラシックでクラシックでクラシックでクラシック（（（（協力協力協力協力／／／／とんだばやしとんだばやしとんだばやしとんだばやし演奏家協会演奏家協会演奏家協会演奏家協会））））    

クラシック音楽鑑賞者の拡大を目指し「気軽で身近にクラシック音楽を・・・」をコンセ

プトに、地元で活躍するとんだばやし演奏家協会の協力により実施するシリーズコンサート。 

① 音にきく「もののあはれ」～シューベルト、そして加古隆～ 

 ［日   時］  5月 17日（日）開演 18:00 

［会   場］  2Ｆリハーサル室 

［出  演］ 奥田章子、植田延江、奥田なな子、坪本佐智子 

［入 場 料］  一般 1,000 円、高校生以下 500 円 

［入場者数］  45 名 

 

 

   ② クラリネット ア・ラ・カルト～音楽で巡る世界紀行～ 

［日   時］  11 月 8日（日）開演 14:00 

［会   場］  2Ｆリハーサル室 

［出  演］ 持丸秀一郎、桶上愛加 

［入 場 料］  一般 1,000 円、高校生以下 500 円 

［入場者数］  53名 

 

 

   ③ レクチャー＆ミニコンサート「オペラの世界へようこそ」 

［日   時］  2月 13 日（土）開演 14:00 

［会   場］  2Ｆリハーサル室 

［出  演］ 奥田もも子、栗原未和、二塚直紀、二塚裕美 

［入 場 料］  一般 1,000 円、高校生以下 500 円 

［入場者数］  56名 

    

   

 

ウウウウ））））Osaka Shion Wind OrchestraOsaka Shion Wind OrchestraOsaka Shion Wind OrchestraOsaka Shion Wind Orchestra（（（（旧旧旧旧大阪市音楽団大阪市音楽団大阪市音楽団大阪市音楽団））））××××すばるホールすばるホールすばるホールすばるホール協定事業協定事業協定事業協定事業    

    平成 27年 4月、日本で最も長い歴史伝統を誇る交響吹奏楽団の Osaka Shion Wind Orchestra

と文化芸術振興パートナーシップ協定を結び、本市における文化振興と文化活動団体の活性

化を図ることを目的に富田林市内の小学校を対象とした学校鑑賞会や、中学校吹奏楽部を対

象としたクリニックを実施しました。 

    また、平成 27年度では、協定の締結を記念し、「宮川彬良＆Osaka Shion Wind Orchestra 

   富田林演奏会」を開催。90年の伝統と歴史に裏付けされた「本物の音」をお届けし、会場は

大盛況となりました。 

 

    ① 宮川彬良＆Osaka Shion Wind Orchestra 富田林演奏会 

     Osaka Shion Wind Orchestra の音楽監督を務める宮川彬良さんと、富田林市にゆかりの

音楽家である父・宮川泰さん（富田林高等学校 1期生）親子の作品が盛りだくさんのコン

サート。 

［日  時］  11 月 23 日（祝）開演 15:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［指揮・作曲・編曲］  宮川彬良 

［吹 奏 楽］  Osaka Shion Wind Orchestra 

［ゲ ス ト］ ダイナマイトしゃかりきサ～カス 

［共  演］ 富田林高等学校吹奏楽部・富高ももせ合唱団 

［入 場 料］  一般 2,500 円、高校生以下 1,000 円 

［入場者数］  703名 

 



② 市内小学校 5年生を対象とした音楽鑑賞会 

［日  時］  11 月 24日（火）10:30・14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［指  揮］  井村誠貴 

［司  会］  福山俊朗 

［吹 奏 楽］  Osaka Shion Wind Orchestra 

［入場者数］  1,057 名 

 

 

③ 中学校吹奏楽部へのクリニック 

［参 加 校］ 第三中学校（11 月 8日）、金剛中学校（12月 20日） 

喜志中学校（1 月 11 日）、明治池中学校（1 月 31 日） 

藤陽中学校（2月 28日）、葛城中学校（2月 28日） 

第一中学校（2月 28日）、第二中学校（3 月 28日） 

［講  師］  Osaka Shion Wind Orchestra 

     ［受 講 者］ 175 名 

 

    

エエエエ））））すばるすばるすばるすばる音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭 2016201620162016～～～～大阪音楽大学大阪音楽大学大阪音楽大学大阪音楽大学とのとのとのとの連携連携連携連携コンサートコンサートコンサートコンサート～～～～    

大阪音楽大学の教員、卒業生、学生による様々なジャンルのリレーコンサート。 

［日  時］  3 月 13 日（日） 

［会  場］  2Fリハーサル室 

［内  容］ 11:00～ DAI-ON ミュージカル笑顔さん♪集まれ!ファミリーコンサート 

       13:00～ DAIONブラスクインテットコンサート 

       16:15～ 藤井快哉ピアノ・リサイタル 

       18:30～ DAIONパーカッションコンサート 

［入 場 料］  各公演 500 円（11 時公演は無料） 

［入場者数］ 266名 

 

 

オオオオ））））第第第第 66665555 回富田林市民文化祭回富田林市民文化祭回富田林市民文化祭回富田林市民文化祭    

  市民の自発的な文化芸術活動の向上と相互交流を図るため、富田林市文化団体協議会と連

携し、市内で文化活動を行っている個人・団体がその活動の成果を発表する場として実施。    

① ミュージックフェスティバル 

［日  時］  5月 24日（日）開演 16:30 

［会  場］  2Ｆホール 

［出演者数］  101名 

［入場者数］  250 名 

 

② 市民民謡大会 

［日  時］  6 月 21 日（日）開演 10:30 

［会  場］  4Ｆレセプションホール 

［出演者数］  67 名 

［入場者数］  164 名 

 

③ ダンスフェスティバル 

［日  時］  7月 4日（土）1 部 16:30～ 2部 17:45～ 

［会  場］  2Ｆホール 

［出演者数］  270 名 

［入場者数］  673名 



④ コーラス・フェスティバル 

［日   時］  9月 13 日（日）開演 13:00 

［会   場］  2Ｆホール 

［出演者数］  500 名 

［入場者数］  1,100 名 

 

 

⑤ 市民川柳大会 

［日  時］  9月 19日（土）開演 12:00 

［会  場］  2Ｆ小ホール 

［参加者数］  98 名 

［入場者数］  91名 

 

 

⑥ 箏・三絃・尺八演奏会 

［日  時］  10月 4日（日）開演 13:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［出演者数］  132 名 

［入場者数］  385 名 

 

 

⑦ 謡曲大会 

［日   時］  10月 4日（日）開演 10:00 

［会   場］  2F小ホール 

［出演者数］  26名 

［入場者数］  80 名 

 

 

⑧ 市民美術工芸展 

［日  時］  10月 9日（金）～12日（祝）10:00～18:00 

［会  場］  2Ｆ小ホール、3Ｆ展示室 

［出 展 数］  258点 

［入場者数］  1,902 名 

 

 

⑨ 市民吟詠大会 

［日  時］  10月 12日（祝）開演 10:00 

［会  場］  富田林市市民会館 

［出演者数］  144 名 

［入場者数］ 200 名 

 

 

⑩ 茶華道大会 

［日  時］  10月 24日（土）・25日（日）10:00～16:00 

［会  場］  3Ｆ展示室 

［出演者数］ 46名 

［入場者数］ 302 名 

 

 

 



⑪ 市民舞踊大会 

［日  時］  11 月 3 日（祝）開演 11:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［出演者数］  96名 

［入場者数］ 484 名 

 

 

   ⑫ 芸能フェスティバル「おもてなし美の饗宴」 

    ［日  時］ 3 月 23 日（水）～27日（日）10:00～18:00 

    ［会  場］ 3F 展示室 

    ［出演者数］ 183名 

    ［入場者数］ 1,260 名 

 

 

カカカカ））））次代次代次代次代をををを担担担担うううう子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの芸術体験事業芸術体験事業芸術体験事業芸術体験事業（（（（音楽音楽音楽音楽アウトリーチアウトリーチアウトリーチアウトリーチ事業事業事業事業））））    

    日頃、芸術文化に触れる機会の少ない子どもたちに「生の音楽」を届けようと！と平成 22

年度からスタートした音楽出前体験事業です。子どもたちがアーティストを身近に感じるこ

とができるよう、市内小学校 4 年生を対象に小規模単位でプロの演奏者による演奏や楽器の

体験など、芸術文化に触れる機会を提供。 

［協  力］ とんだばやし演奏家協会 

   ［演 奏 者］ 奥田章子（ヴァイオリン）、奥田なな子（チェロ） 

木田志津加（ピアノ）、坪本佐智子（ピアノ） 

家 慶子（クラリネット）、植田延江（ヴィオラ）ほか 

     ① 5月 26 日（火）小金台小学校   4年生     88 名 

② 6 月 5 日（金）向陽台小学校   4年生    42 名 

③ 6 月 9 日（火）川西小学校     5年生    69 名 

     ④ 6 月 12日（金）伏山台小学校   4年生    61名 

    ⑤ 6 月 26 日（金）東条小学校     5・6 年生 53名 

    ⑥ 9月 16 日（水）喜志西小学校   4年生    37 名 

    ⑦ 9月 29日（火）久野喜台小学校 4年生    49 名 

    ⑧10月 21 日（水）富田林小学校   4年生    57 名 

    ⑨11 月 17日（火）新堂小学校     4年生    73名 

    ⑩12月 1 日（火）藤沢台小学校   4年生    66名 

    ⑪12月 15日（火）錦郡小学校     4年生    60 名 

    ⑫ 2月 9 日（火）川西小学校     4年生    70 名 

    ⑬ 2月 24日（水）彼方小学校     4年生    46名 

    ⑭ 3 月 1 日（火）寺池台小学校   4年生    70 名 

    ⑮ 3 月 16 日（水）大伴小学校     4年生    77 名 

    

 

 

キキキキ））））癒癒癒癒しのしのしのしの空間空間空間空間～～～～花花花花とクラフトとクラフトとクラフトとクラフト☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション～～～～            

    アレンジメントフラワーとデコパージュ等のクラフト作品がコラボレーションする展示会。 

［日  時］ 12月 4日（金）・5日（土） 

10:00～18:00（5日は 17：00まで） 

［会  場］ 3Ｆ展示室 

［入 場 料］ 無料 

    ［入場者数］ 123名 

 

 



 

クククク））））第第第第 11111111 回回回回 JCJCJCJC 吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル    

    南河内地域の中高学校吹奏楽部 11 校と市内アマチュア吹奏楽団 Sirius Wind Band が出場

する吹奏楽の一大フェスティバル。 

［日  時］ 7月 20日（祝）開演 12:00 

［会  場］ 2Ｆホール 

［出 場 校］ 社団法人富田林青年会議所 

［入 場 料］ 無料 

    ［入場者数］ 1,200 名 

 

 

ケケケケ））））高校演劇育成事業高校演劇育成事業高校演劇育成事業高校演劇育成事業    

○ 第 65 回大阪府高等学校演劇研究会大会 H地区大会 高校演劇コンクール 

     高校演劇の全国大会予選で将来の演劇人口の増加と文化実践者の養成を目的として、高

校演劇連盟とすばるホールが協働で実施。 

［日  時］ 11 月 7日（土）・8日（日） 

［会  場］ 2Ｆ小ホール 

［出 場 校］ 金剛高校「Crime Chat」 

狭山高校「家族会議」 

清教学園高校「からっぽキャンパス ばらばら絵の具」 

東百舌鳥高校「魁!映画研究同好会」 

精華高校「恋するヨウカイ」 

       河南高校「マコト協奏曲～プロのフルート奏者って 3回言ってみな!～」 

帝塚山学院泉ケ丘高校「境界線」 

関西福祉科学大学高校「日曜大戦争」 

［入 場 料］ 無料 

    ［入場者数］ 743名 

 

 

ココココ））））富田林市富田林市富田林市富田林市カラオケカラオケカラオケカラオケ連絡会第連絡会第連絡会第連絡会第 22222222 回発表会回発表会回発表会回発表会    

［日  時］  2月 7日（日）開演 9:30 

［会  場］  2Ｆホール 

［出演団体］ カラオケ喫茶トミー、喜志・宮・旭緑歌クラブ 

滝谷カラオケ同好会、TDB カラオケ友の会 

美家、やまびこ 

［入 場 料］  入場無料 

［入場者数］  275 名（参加者 102 名） 

 

 

ササササ））））すばるこどもすばるこどもすばるこどもすばるこども文化教室文化教室文化教室文化教室（（（（おおおお筝教室筝教室筝教室筝教室））））    

［日  時］  6 月 28日（日）～10月 4日（日）（10 回） 

［会  場］  2Ｆホール、和室 

［共催団体］ 富田林市伝統文化こども邦楽教室実行委員会 

［講  師］ 富田林市三曲協会 

［入 場 料］  参加無料 

［参加者数］  20 名 

 

 

 

 



（（（（4444））））教育文化教育文化教育文化教育文化にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの普及啓発及普及啓発及普及啓発及普及啓発及びプラネタリウムびプラネタリウムびプラネタリウムびプラネタリウム投映投映投映投映にににに関関関関するするするする事業事業事業事業    

教育文化に関して市民に関心と理解を深めていただける事業を実施するとともに、プラネタ

リウムを生涯学習の場として位置付け、幅広い取り組みを行い地域の文化の振興・普及に努め

ました。 

アアアア））））講演会講演会講演会講演会    

    ○ 心屋仁之助講演会 

［日  時］  6 月 20日（土）開演 14:30  

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］  4,500 円 

［入場者数］ 781名 

 

○ 片平敦講演会「僕たち私たちにできる防災」 

［日  時］  7月 18日（土）開演 14:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム室 

［入 場 料］  おとな 1,000 円、中学生以下 500 円、親子ペア 1,350 円 

［入場者数］ 101名 

 

 

○ 井田寛子講演会「気象キャスターへの道」 

［日  時］  9月 12日（土）開演 14:00 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム室 

［入 場 料］  おとな 1,000 円、中学生以下 500 円、親子ペア 1,350 円 

［入場者数］ 134 名 

 

 

 

イイイイ））））すばるすばるすばるすばるスペースアートスペースアートスペースアートスペースアート展展展展 2015201520152015    

  市内の幼・保育園児から小学生を対象に、子どもたちが自由な発想で描いた「宇宙をテー

マにした空想画」作品展 

［日  時］  7月 18日（土）～20日（祝）10:00～17:00 

［会  場］  3Ｆ展示室 

［出展者数］ 1,491名 

［入 場 料］  無料 

［入場者数］ 1,660 名 

 

 

 

ウウウウ））））すばるパソコンすばるパソコンすばるパソコンすばるパソコン教室教室教室教室    

シニア向けの「ゆっくりシニアコース」から、「仕事に役立つ PC コース」「資格取得応援

コース」「ブログ講座」、そのほか「パソコン入門」や「Word」「Excel」まで、受講生一人ひ

とりの進度に合わせて個別に指導できるよう、テキストを使用した寺子屋方式により実施。 

［日  時］  4月 1 日（水）～3 月 31 日（木）時間随時 

［会  場］  2Ｆふれあいひろば 

［講  師］ NPO法人きんきうぇぶ 

［講 習 料］  4 回 4,800 円・6回 6,600 円・8 回 8,600 円 

［受講者数］ 266名 

 

 

 

 



エエエエ））））すばるクラフトシリーズすばるクラフトシリーズすばるクラフトシリーズすばるクラフトシリーズ    

ジェルキャンド制作体験会 

［日  時］   5月 3 日（祝）、 8月 13 日（木）、8月 14日（金）、10月 24日（土）、 

12月 4日（金）、12月 19日（土）、3 月 26 日（土） 

開演 13:30～・15:30～ 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム前 

［料  金］  1,000 円 

    ［受講者数］ 81名 

 

 

オオオオ））））スノードームスノードームスノードームスノードーム制作体験制作体験制作体験制作体験    

        ［日  時］  7月 30日（木）13:00・15:30 

［会  場］  2Ｆカルチャールーム 

［料  金］  1,800 円 

［受講者数］ 14 名 

 

 

カカカカ））））プラネプラネプラネプラネ dededede 絵本絵本絵本絵本～～～～プラネタリウムでプラネタリウムでプラネタリウムでプラネタリウムで絵本絵本絵本絵本をををを読読読読もうもうもうもう～～～～    

プラネタリウムのドームスクリーンに絵本を投映、子育て支援事業の「ほっとひろば」と

連動した事業で、1 歳から 3 歳までのお子さんを対象とした絵本の時間。親子で楽しめる楽

しい時間を地域の活動団体との協働で創りました。 

［日  時］  4月 9 日（木）、 5月 14日（木）、 7月 9 日（木）、 8月 23 日（日） 

 9月 10日（木）、10月 8 日（木）、11 月 12日（木）、12月 10日（木） 

1 月 14日（木）、 2月 18日（木）、開演各 10:30～ 

［会  場］  3Ｆプラネタリウム 

［協  力］  ＮＰＯ法人ふらっとスペース金剛 

［入 場 料］  入場無料 

［入場者数］ 664 名 

 

 

キキキキ））））星空星空星空星空アロマアロマアロマアロマ～～～～Starry AromaStarry AromaStarry AromaStarry Aroma～～～～ 

［日  時］  6 月 20日（土） 

9月 26 日（土） 

12月 19日（土） 

3 月 26 日（土） 

開演 18:00 

［会  場］ 3Fプラネタリウム 

［入 場 料］ 500 円 

［入場者数］ 106名 

 

 

クククク））））星空観望会星空観望会星空観望会星空観望会    すばるスターウォッチングクラブすばるスターウォッチングクラブすばるスターウォッチングクラブすばるスターウォッチングクラブ 

■ 皆既月食を観よう！ 

［日  時］ 4月 4日（土）19:00～    

［会  場］ 3Fプラネタリウム室及び 4Ｆ屋上ひろば 

［講  師］ 那須香大阪天文台    

［参 加 料］ おとな 500 円、こども 250 円 

［参加者数］ 50 名 

 

 



■ 中秋の名月を観よう！ 

［日  時］ 9月 27日（日）18:30～    

［会  場］ 3Ｆプラネタリウム室・4F屋上ひろば    

［参 加 料］ 大人 500 円・小人 250 円 

［参加者数］ 42 名 

 

 

■ オリオン大星雲を観よう！（おしるこ付き） 

［日  時］ 1 月 9日（土）18:00～    

［会  場］ 3Ｆプラネタリウム室・4F屋上ひろば    

［参 加 料］ 大人 500 円・小人 250 円 

［参加者数］ 61名 

 

 

ケケケケ））））全国科学館連携協議会全国科学館連携協議会全国科学館連携協議会全国科学館連携協議会巡回展巡回展巡回展巡回展「「「「はやぶさはやぶさはやぶさはやぶさ君君君君のののの冒険日誌冒険日誌冒険日誌冒険日誌」」」」    

  小惑星探査機「はやぶさ」が様々な成果を上げたり、トラブルに見舞われたりする様子を、

宇宙を冒険する少年の姿と重ねて紹介する作品展。 

［日  時］  7月 18日（土）～8月 30日（日） 

［会  場］  3Ｆ展示室及びプラネタリウム前 

［企画制作］ 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 

［協  力］ 全国科学館連携協議会 

［料  金］ 入場無料 

 

 

ココココ））））プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム投映事業投映事業投映事業投映事業    

    幼稚園児や小学生向けの幼児用・学習用プラネタリウムをはじめ、子どもから大人まで楽

しめる一般用プラネタリウムや字幕付プラネタリウムを制作し、職員による星座の紹介、星

の探し方、星座にまつわる神話など、その日に観える星座解説を行っています。 

 

平成 27年度 プラネタリウム年間利用状況 

 

項  目 入場者数（人） 入場料金（円） 

おとな 

（高校生以上） 

個人 2,786  1,378,440  

団体 1,543  663,050  

こども 

（4 歳以上中学生以下） 

個人 2,278  561,380  

団体 4,793  978,300  

幼児（4 歳未満）・障がい者 792    0  

その他 2,406   0  

合  計 14,598  3,581,170  

■ 一般用プラネタリウム 

   ドラえもん宇宙ふしぎ大探検 2～太陽系のひみつ～ 

   ＨＡＹＡＢＵＳＡ2-RETURN TO UNIVERSE-  

   ポケットモンスターＸＹ宇宙の破片 

■大型映像 

小さな世界はワンダーランド～TINY GIANTS～ 

   皇帝ペンギン 

■ 学習用プラネタリウム 

   ふしぎな宇宙 

■ 幼児用プラネタリウム 



   しまじろうとたんじょうびのおほしさま 

   たなばたさま 

   たいようくんとおつきちゃん 

 

 

（（（（5555））））市民市民市民市民のののの芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための環境環境環境環境づづづづくくくくりをりをりをりを目的目的目的目的としたとしたとしたとした事業事業事業事業    

アアアア））））劇劇劇劇場場場場体験体験体験体験    

① 中学校の職場体験 

○ 11 月 5日（木）・6 日（金）富田林市立金剛中学校 3名 

○ 11 月 12日（木）・13 日（金）富田林市立第二中学校 2 名 

 ② 大学生インターンシップ 

 大阪芸術大学から 2 名の研修生を受入れ。8月～9月 

 

 

イイイイ））））すばるすばるすばるすばる友友友友のののの会会会会のののの拡充拡充拡充拡充    

文化事業等の鑑賞をとおして、相互の連携を図り芸術文化への理解と教養を深め、もって

芸術文化の向上に寄与することを目的に、すばるホール友の会の拡充に努めました。 

［募集対象］ 広く一般市民が対象 

［年 会 費］ 1,500 円 

［入会者数］ 559 名 

 

 

ウウウウ））））芸術文化芸術文化芸術文化芸術文化にににに寄与寄与寄与寄与するするするする広報広報広報広報普及活動普及活動普及活動普及活動    

① すばるホール情報誌「すばる NEWS」の発行 

 すばるホールで開催される公演情報等を広く市民に提供するため、すばるホール情報誌

「すばる NEWS」を隔月市広報誌へ折込み市内の各世帯へ配布するとともに、近隣各市へ

新聞折込みにより配布した。また、近隣 3 市の各情報誌に公演情報等を相互掲載するなど

連携を図った。 

 

② インターネットによる情報発信 

ホームページのリニューアルを行い、催し物の案内情報をはじめ、チケット情報やホー

ルスケジュールなどの各種情報の提供に努めました。さらに、ツイッターによりリアルタ

イムな情報提供を行った。 

 

 

③ すばるホール賑わい創出イベント 

○ クリスマスイベント 

⒜ クリスマスツリーコレクション 

［期  間］  11 月 24日（火）～12月 25日（金） 

［場  所］  2Ｆロビー 

［内  容］  地域の団体、サークルなどのみなさんが飾り付けた個性的なツリー 

の数々が、すばるホールの 2階ロビーをクリスマスムードいっぱい 

に演出。 

            ⒝ クリスマスイルミネーション 

      ［期  間］  12月 1 日（火）～1 月 31 日（日） 

      ［場  所］  屋外 

          

○ プラネタリウム季節イベント 

⒜ プラネタリウムをみてカブトムシをもらおう 

［期  間］ 7月 5日（日）・7月 20日（祝） 



［場  所］ プラネタリウム 

［内  容］ 富田林市の財産であるすばるホールプラネタリウムをもっと市民に知 

ってもらい、鑑賞者の増加を目的として、番組をご覧の希望者にカブ 

トムシをペアでプレゼントした。すばるホールに来た「思い出」を創 

出し、実際に飼育することにより、生命（いのち）の大切さを学び子 

供たちへの情操教育効果も期待して実施。 

 

⒝ プラネタリウムハロウィン 

［期  間］ 9月 19日（土）～11 月 1 日（日） 

［場  所］ プラネタリウム 

［内  容］ 子どもたちを中心にプラネタリウムでの思い出作りの一環及び季節感 

あふれる話題づくりを目的として、会場前に季節の飾り付けを行い番 

組をご覧のお子様にハロウィンのお菓子をプレゼントした。 

 

⒞ プラネタリウムクリスマス 

 ［期  間］ 12月 5日（土）～12月 25日（金） 

［場  所］  プラネタリウム 

［内  容］  子どもたちを中心にプラネタリウムでの思い出作りの一環及び季節感 

あふれる話題づくりを目的として、会場前に季節の飾り付けを行い番 

組をご覧のお子様にクリスマスのお菓子をプレゼントした。 

 

 

エエエエ））））芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動芸術文化活動支援支援支援支援・・・・場場場場のののの提供提供提供提供    

① すばるホール芸術文化助成事業 

 市内の芸術文化活動団体が実施する創造的かつ自主的な芸術文化活動を支援・助成する

とともに、富田林市の芸術文化の発信拠点であるすばるホールの積極的・効果的な活用を

図り、もって、富田林市における芸術文化活動の振興と活性化を図るため、すばるホール

芸術文化助成事業を実施しました。 

 

■ 富田林女性コーラス 45 周年演奏会～届けたいわたしたちの心～ 

［日  時］  7月 12日（日）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 1,000 円（中学生以下無料） 

［助成団体］ 富田林女性コーラス 

［助成金額］ 200,000 円 

 

■ 結成 20 周年記念とんだばやし混声合唱団 第 19 回定期演奏会委嘱初演 

［日  時］  7月 19日（日）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 700 円 

［助成団体］ とんだばやし混声合唱団 

［助成金額］ 200,000 円 

 

■ プカプカバンド ハーモニカミニコンサート 

［日  時］  8月 30日（日）開演 12:30・14:30 

［会  場］  3Ｆ展示室 

［入 場 料］ 無料 

［助成団体］ プカプカバンド 

［助成金額］ 200,000 円 

 



■ 第 13回くすのき塾シニアのお祭り 

［日  時］  9月 12日（土）開演 10:00 

［会  場］  2Ｆ小ホール 

［入 場 料］ 無料 

［助成団体］ NPO法人高齢者大学シニア富田林くすのき塾 

［助成金額］ 188,560 円 

 

■ すばる交響楽団 第 24 回定期演奏会 

［日  時］  11 月 8日（日）開演 13:30 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 1,000 円 

［助成団体］ すばる交響楽団 

［助成金額］ 200,000 円 

 

■ 国際社会福祉・文化交流事業 第 19 回「心と心のふれあいコンサート」 

［日  時］  11 月 21 日（土）開演 18:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 一般 2,000 円、小中高生 1,000 円 

［助成団体］ 社会福祉法人桃花塾 

［助成金額］ 黒字決算につき助成額なし 

 

■ 南河内地車博覧会 2015 だんぱく 

［日  時］  11 月 22日（日）開演 10:00 

［会  場］  3Ｆ展示室 他 

［入 場 料］ 無料 

［助成団体］ 南河内地車博覧会実行委員会 

［助成金額］ 199,212 円 

 

■ 第 24 回すばる第九シンフォニー2015 

［日  時］  12月 13 日（日）開演 14:00 

［会  場］  2Ｆホール 

［入 場 料］ 1,000 円 

［助成団体］ すばる第九を歌う会 

［助成金額］ 200,000 円 

 

 

②  文化芸術活動団体への後援名義 

 

 ⒜  5月 17日（日） 南大阪管弦楽団「第２８回定期演奏会」 

 

 ⒝  5月 31 日（日） 富田林市日本舞踊協会「涼の会」 

 

⒞  6 月 21 日（日） 上宮太子高等学校吹奏楽部「第１回定期演奏会 Glanz Konzert」 

 

 ⒟  9月 23 日（祝） 富田林市カラオケ連絡会「懐メロ発表会」 

 

⒠ 10月 18日（日）  富田林高校ももせ合唱団「第 5 回富田林高校ももせ合唱団演奏会」 

 

 ⒡  2月 25日（木） 富田林市工芸協会「第 7 回富田林市工芸協会展」 

       ～28日（日） 



③ 公益目的での施設貸与 

すばるホールの指定管理者として、条例及び規則に基づき公平・公正に施設を貸与し舞台・

音楽芸術に関する公演、演奏会、発表会、練習等のため施設を利用する方への施設の利用許

可等による活動支援を通じて芸術文化の振興を図りました。 

 

［すばるホール施設利用状況］                  （ ）内は前年度実績数値 

区分 利用可能日数 利用日数 利用率 利用者数（人） 

ホール 
289  

（283） 

151  

（139） 

52.2％   

（49.1％） 

55,196  

（53,180） 

小ホール 
310  

（309） 

289  

（289） 

93.2％  

（93.5％） 

27,194  

（30,597） 

リハーサル室 
312  

（313） 

300  

（295） 

96.2％  

（94.2％） 

28,123  

（30,937） 

会議室 1 
306  

（303） 

221  

（257） 

72.2％  

（84.8％） 

4,184  

（5,272） 

会議室 2 
311  

（307） 

277  

（281） 

89.1％  

（91.5％） 

10,363  

（10,145） 

会議室 3 
307  

（302） 

178  

（194） 

58.0％  

（64.2％） 

8,073  

（8,254） 

カルチャールーム 
309  

（297） 

212  

（201） 

68.6％  

（67.7％） 

5,951  

（5,747） 

和室せせらぎ 
306  

（301） 

260  

（262） 

85.0％  

（87.0％） 

5,620  

（5,653） 

研修室 
295  

（285） 

67  

（93） 

22.7％  

（32.6％） 

1,449  

（2,186） 

展示室 
306  

（299） 

148  

（146） 

48.4％  

（48.8％） 

16,773  

（12,158） 

レセプションホール 
292  

（284） 

134  

（138） 

45.9％  

（48.6％） 

39,876  

（41,017） 

レセプションホール控室 
297  

（284） 

98  

（99） 

33.0％  

（34.9％） 

2,029  

（2,032） 

音楽練習室 
306  

（301） 

249  

（239） 

81.4％  

（79.4％） 

5,304  

（5,300） 

アルデバラン 
299  

（294） 

103  

（98） 

34.4％  

（33.3％） 

2,786  

（2,657） 

その他 － － － 
1,735  

（2,123） 

合計 － － － 
214,656  

（217,258） 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．会館施設を公益目的以外に貸与する事業及び施設利用者への付帯サービス事業 

（1）施設を公益目的以外に貸与する事業 

すばるホールの指定管理協定に基づきサービスの向上及び経費の削減等を図り、より効果

的・効率的な管理運営を行うため、公益目的以外にも施設の貸与を行いました。 

 

（2）施設利用者への利便性を図るため、駐車場を有料で貸与しています。 

    

（3）利用者への付帯サービス事業 

すばるホールの施設利用者への利便性向上を推進するために自動販売機、チケットの委託

販売の各販売事業を行いました。 

 

（4）レストランへの協力 

ホール利用者への飲食提供を図るため館内に設置されているレストランへの協力を行うと

ともに、販売手数料を徴収しています。 

 

 

Ⅲ 組織の概要 

（1）法人概要 

名    称 公益財団法人富田林市文化振興事業団 

所 在 地 大阪府富田林市桜ケ丘町 2番 8号 

設 立 年 月 日 平成 2年 12月 6 日（平成 24年 4月 1 日より公益財団法人へ移行） 

基 本 財 産 2億円 

法 人 の 目 的 

この法人は、富田林市における文化芸術の振興のための事業及び市民の自主

的な文化活動への支援を行うとともに、教育文化に関する知識の普及啓発を図

り、もって、個性豊かな、魅力ある地域文化の創造及び生涯学習の推進に寄与

することを目的とする。 

事 業 内 容 

・文化芸術の振興を図る事業 

・教育文化に関する知識の普及啓発及びプラネタリウム投映に関する事業 

・市が設置する文化施設及びその他の公の施設の管理運営 

・その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

（2）組織 

役員及び評議員名簿（平成 28年 3 月 31 日現在） 

   ① 理事 

役職 氏名 

理事長 道 簱簱簱簱 安 幸 

理 事 秋 本 美知子 

理 事 岩 﨑 健 二 

理 事 岡 本 重 孝 

理 事 京 谷 弘 幸 

 

 



   ② 評議員 

役職 氏名 

評議員 浦 野 雅 人 

評議員 奥 田 章 子 

評議員 佐々田 あけみ 

評議員 笹 原 良 貞 

評議員 日 比 初 子 

評議員 海土泊 辰 実 

 

   ③ 監事 

役職 氏名 

監 事 今 澤 光 男 

 

 

（3）会議に関すること 

① 理事会 

開催日 議題 

定時理事会 

平成 27年 

5月 28日（木） 

議案第 1号 定款の一部変更（案）について 

議案第 2号 平成 26 年度事業報告及び決算（財務諸表等）の承認について 

議案第 3号 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について 

報告事項  職務執行状況等の報告について 

臨時理事会 

平成 27年 

8月 15日（土） 

議案第 1号 事務処理規程の一部改正について 

定時理事会 

平成 28年 

3 月 22日（火） 

議案第 1号 平成 28年度事業計画書及び収支予算書等の承認について 

議案第 2号 個人情報保護規程の改正について 

議案第 3号 特定個人情報取扱規則の制定について 

報告事項  職務執行状況の報告について 

 

② 評議員会 

開催日 議題 

定時評議員会 

平成 27年 

6 月 18日（木） 

議案第 1号 定款の一部変更について 

議案第 2号 平成 26 年度事業報告及び決算（財務諸表等）の承認について 

 

 

 

 

 

 


