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プラネタリウム

■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。
■7月7日（日）までの上映時間はお問い合せください。
■8月18日（日）はイベントのため、10時の投映は休止します。
■8月25日（日）の11～16時番組は字幕付で投映します。

7/8（月）～9（火）
平日月曜日

番組入替のため
休館日のため

休
止
日

おとな 500 円  こども 250 円
（こどもは 4歳以上、中学生以下） 

観
覧
料

火・木 水・金時 間

15:00「スター大百科」 「ワンピース」

土 日・祝時 間

11:00

13:00

14:30

16:00「スター大百科」

「ワンピース」
「スター大百科」
「ワンピース」 「さんびきのこぶた」

「ワンピース」 
「スター大百科」
「ワンピース」
「スター大百科」

ワンピース
スター大百科
ワンピース

「星空散歩」

7月10日（水）～19日（金）まで
平日（火～金）時 間

11:00

13:00

14:30

土・日・祝時 間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

夏休み期間 7月20日（土）～9月1日（日）

投映プログラム

約45分

約40分

©2011 Evans & Sutherland 

すばるホール芸術文化助成事業のご案内

すばるスペースアート展２０１３
満天の星空と麦わらの一味の冒険の軌跡を体感!!

7月28日（日）
※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

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!!!  

こどもに
大人気！

米村でんじろうサイエンスショー米村でんじろうサイエンスショー

10月26日（土）

※４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
17:00

4,500円（当日500円増）
4,200円

Lコード：53290
ぴあ（Ｐコード：204-037）
イープラスhttp://eplus.jp/
ＣＮプレイガイド0570-08-9999

世界２０ヶ国、４００都市、観客動員数５５０万人を超える驚異のドラム・アート・パフォーマンス「TAO(タオ)」。
和太鼓の概念を覆し、全く新しい表現世界を創造し続け、昨年は、世界的ファッションデザイナー「コシノジュ
ンコ氏」とのタッグで話題を呼んだ。今年で結成２０周年を迎え、日本を代表する最新かつ最上の舞台芸
術として新たな境地を開拓する。

満天の星空と麦わらの一味の冒険の軌跡を体感 !!
きらめく満天の星空と、流星やオーロラの美しく優雅な映
像が、ドームいっぱいに広がります。
星空や宇宙のおもしろさを、ワンピースの世界観満載の豪
快さと笑いと感動でお送りします !!

プラネタリウム新番組 7/10投映スタート！
～親子のためのコンサート～

©SUPERKIDS

石川さゆりコンサート
すばる歌謡祭り

協力／富田林市カラオケ連絡会　　後援／FM OSAKA
※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

7/10～19   水・金  15：00｜土・日・祝  11：00／14：30
7/20～9/1  夏休み期間  11：00／14：30

観覧料　おとな500円　こども250円

L コード：51632
6,800円（当日500円増） 6,500円

9月28日（土）10月5日（土）
おとな1,500円  こども1,000円（各当日共）

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

Lコード：51636
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）

乳幼児
大歓迎

♪ジブリメドレー　♪こぎつね
♪Ａ列車で行こう　♪ルパン三世  ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

演奏予定曲

※実験内容は上記写真と異なる場合がございます

まん てん        ほし  ぞら             りゅう せい                                         うつく            ゆう  が          えい

ぞう                                                                  ひろ

ほし  ぞら          う ちゅう                                                                                              せ  かい かん  まん さい        ごう 

かい              わら              かん  どう              おく

©DRUM TAO

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！案内人は
人気声優の三ツ矢雄二と日高のり子！

さんびきのこぶた
　ながれぼしをみた

幼児向

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。

富田林市における芸術文化活動の振興と活性化を図ることを
目的に、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・助成します。
富田林市に拠点をおき、すばるホールを利用した芸術文化活
動を行う団体が対象です。

【助成金額】
1団体　上限20万円
（助成対象経費から収入を控除した3分の2以内の金額）

【対象期間】
2013年10月から翌年3月に実施する事業
【応募方法】
助成金に関する詳細については、ホームページに掲載
致します。（7月上旬掲載予定）

“うちゅう”ってなんだろう…？
子どもたちが夢のある自
由な発想で描いた『宇宙を
テーマにした空想画』作品
を一堂に展示いたします。

子どもごころに思い浮かん
だ、無限の宇宙をご覧くだ
さい。

7月26日（金）～28日（日）
3F展示室10:00～17:00 無料

7/13（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～ 7/14（日）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

7/27（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 7/6（土）10:00～
友の会予約 7/7（日）10:00～

友の会予約 7/20（土）10:00～

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

すばるホールでの各発売初日は電話予約のみ受付

（一般・友の会共、１０時開始、１通話４枚まで）
受付開始直後（40分程度）はお電話が集中し、つながりにくくなる場合があります。
※混雑する時間は公演によって異なります。

【チケット発売について】
9:00～21:00

0721-26-2060

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）

SAYAKA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

□よしもとおでかけお笑いライブvol.9
●8月10日（土）　●13：30開演（13：00開場）　●1階 ホールM・全指定席
●2,000円（当日500円増）　※3歳以上有料
●出演：坂田利夫・中川家・ミサイルマン・尼神インター・モンブラン・西村ヒロチョ
□椎名雄一郎 CD発売記念レクチャーコンサート
●8月24日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・全自由席
●2,000円（当日500円増）　※未就学児入場不可

□しまじろうコンサート　おとぎのくにの だいぼうけん
●8月24日（土）　●1回目 10：00開演（9：30開場） 2回目 13：30開演（13：00開場）
●大ホール（全席指定）　●1,900円
※3歳以上は有料。3歳未満は無料。但し、お席が必要な場合は有料。
※3歳未満で、保護者の膝上でご覧になる方は、保護者1名につき1名まで無料。
□SAYAKA JAZZ LOUNGE VOL.4  －MOVIE THEMES 2－ 第2回 サマータイム
●8月28日（水）　●18：00開演（17：30開場）　●コンベンションホール（全席自由）
●2,000円 1ドリンク付（当日200円増）※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
●出演：古谷充カルテット・Gee Baby

□仮面ライダースーパーライブ2013
●7月13日（土）　●①10：30開演（10：00開場）　②14：30開演（14：00分開場）
●大ホール・全指定席　●おとな2,800円　●こども1,700円
※こども（3歳以上、小学生以下）　※中学生以上はおとな料金となります。
※2歳以下は膝上鑑賞に限り無料。但し、お席が必要な場合は有料です。
□ラブリーホール・小ホール・ミュージカル Vol.2  ムーンライトミステリー　～月の女神の秘密～
●8月10日（土）・11日（日）　●15：00開演（14：30開場）※両日とも　●小ホール（全席自由）
●前売り2,300円　当日2,500円
●演出：大塚雅史　作曲：サキタハヂメ　台本・作詞：宮地泰史　出演：ラブリーホール・ミュージカルスクール
※3歳未満膝上無料（但し、おとな1名につきこども1名まで）

ホール
発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団
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<休館日>　 7月１・８・２２・２９日　　　8月５・１２・１９・２６日　（8/1、13、14、15、18 は17:30閉館）

※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表示の

見かた
完売
御礼7/20（土） 倉木麻衣

7日（日）

11日（木）

12日（金）

14日（日）

15日（月・祝）

21日（日）

26日（金）

28日（日）

ピアノ　コンサート 12:30 銀河の間 無料

ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩツアーin富田林

プラネdeえほん    
すばるホール

すばるワンコインシネマ「真昼の決闘」    

とんだばやし混声合唱団 第17回定期演奏会 14：00 ホール

第9回JC吹奏楽フェスティバル

すばるキッズ無料観望会    

すばる映画祭「東京家族」    

すばるスペースアート展2013（～7/28まで）    すばるホール

ゲキトモ「ＳＡＳＡ～月影村の伝説～」    

米村でんじろうサイエンスショー    

行　事　名 開演時間 会　場 前売料金 主催・お問い合せ先

7
月

山田　邦子
0721ー28ー6663
チケットよしもと
0570ー036ー912

団長　岡毅
090－1486－2033

（社）富田林青年会議所
0721ー24ー1231

700円
（当日座席指定）

4日（日）

7日（水）

9日（金）

10日（土）

18日（日）

24日（土）

25日（日）

31日（土）

新屋英子一座2013演劇公演「鶉野版・白雪姫」    
すばるホール

青森中央高校演劇部公演「もしイタ」

第29回平和を考える戦争展（～8/11まで） 9:00 銀河の間・展示室 無料

人形劇団クラルテ「11ぴきのねこ  どろんこ」    

プラネdeえほん    

すばるキッズアートフェスティバル／キッズミュージカル    

劇団かかし座「Hand Shadows ANIMARE」    すばるホール

劇団つつじ満開座「絶対に見てはいけない理科室の人体模型」    

星空アロマ「コズミック オーシャン」    

ジェルキャンドル制作体験会

8
月

富田林市人権政策課
0721-25-1000（内線472）

詳細は紙面記事をご覧ください。

詳細は紙面記事をご覧ください。

詳細は紙面記事をご覧ください。

詳細は紙面記事をご覧ください。

すばる友の会先行予約開始日
（初日は電話予約のみ受付、10:00開始）

友の会予約



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

8/18（日）
10：00～15：00

時をこえたオルゴール

©Satomi

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・・・

この夏、富田林市の小学4年～高校生が
オリジナルストーリーミュージカルに挑戦！

ピアノ・ファンタジー
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

ブッダ

9月29日（日）

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。

舞台装置なし！小道具なし！照
明、音響効果なし！演じるのは高
校演劇部27名の生徒たち。
被災地での上演を想定し、役者の
身体だけで全てを表現する青森中
央高校演劇部の舞台「もしイ
タ」。
躍動する高校生の姿は笑いと涙で
会場を包む。

2012年「演劇の事件だ」とまで
評された舞台を、高校演劇地区大
会から全国大会出場を果たした精
華高校演劇部とすばるホールが大
阪で初めてお届けします。

震災によってチームメイトや家族を失い、被災地から転校してきた主人
公。彼の成長を描くことで、被災された方々にメッセージを送り、震災
後の日本人が今なすべきことを問いかける。

第58回全国高等学校演劇大会　最優秀賞受賞
（※募金は日本赤十字社東日本大震災義援金へ全額寄付します）

山あいの月影村。「影」という魔
物が幾度も村を襲っていた。
　ある日、少女「笹」が現れて・・・
母の想いと娘の葛藤。満月の
夜、その物語ははじまった！

夏休みが終わりに近づいた夜の学校で、
理科室の人体模型がうごきだす。
不思議な目撃情報がつづいている。
確認のために、学校の先生や地域の見
守り隊が夜の学校を見回りに行くのだが
……。
すれ違いがうむ、ちょっとホラーなコメディ。

フィーリングアーツとは現代美術作家・北村義博
が独自の感性と技法で創造した、絵画と光彩と音
楽を融合させた未来派アートです。
美術教育の専門家などから、子供の感性開発教
育という点において高く評価されています。

巨大なお皿をギャラリーに
みたてて、今日の自分の
気持ちを粘土で表現して
みよう。
みんなの作品をならべる
巨大なインスタレーション
アートに・・・。

カラー影絵作家コウノサトミさんの作品展。
独自でカラー影絵の創作活動を開始し、広
告・映像制作・ワークショップ等で活動中。

富田林市内をはじめ、千早赤阪村、太子
町など、近隣の中学校11校とS i r i u s 
Wind Ｂandの全12団体が出場する吹奏
楽の一大フェスティバル。
恒例の合同演奏はまさに圧巻！

9/29「ピアノ・ファンタジー」公演におきまして、伊賀あゆみ＆山口雅敏デュオと６手連弾の
共演をしてくださる方を募集します。共演をご希望される方は、すばるホール窓口、会館ホーム
ページで配布の申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。

＜対　　象＞ 「ピアノ・ファンタジー」の高校生以下チケットをご購入いた
　　　　　　　だいた学生
＜受付期間＞ ～7月28日（日）まで

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／FM OSAKA
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

2Fホール（1階席のみ） 全席自由14:00

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

Lコード：57601

L コード：55407

【伊賀あゆみ＆山口雅敏デュオ共演者募集】

＜山本恵利花（東京藝術大学大学院）＞
バッハ＝グノー：アヴェマリア　
＜酒井有彩（ベルリン芸術大学）＞
ショパン：３つのワルツ　Op.64
＜伊賀あゆみ＆山口雅敏＞
ハチャトゥリアン（G.アンダーソン編曲）：剣の舞  ほか

7月11日（木） 8月18日（日）

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛　こんごうおやこ劇場

協力／ディーヴァアロマセラピースクール

3F プラネタリウム室

10:30 （開場は15分前） 10:00 （開場は15分前）
星空アロマ星空アロマ星空アロマ ジェルキャンドル制作体験会ジェルキャンドル制作体験会ジェルキャンドル制作体験会

第９回ＪＣ吹奏楽フェスティバル青森中央高校演劇部公演「もしイタ」

すばる演劇フェスティバル2013参加 
　　　　　 「東日本大震災復興支援チャリティー公演」

スタンダードを素材にハードバップジャズにこだわるトランペット、テナーサックスの二管編成バンド！

～もし高校野球部の女子マネージャーが青森の『イタコ』を呼んだら～ THE MANZAI ツアーin富田林

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、オジンオズボーン、
NON STYLE、ウーマンラッシュアワー

※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

２Ｆホール　全席指定
15:30

3,300円（当日200円増）
3,000円

共催／株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー

２Ｆホール　全席自由16:30 無料 ※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
14:00

一般4,000円  大学生以下2,500円（当日各500円増）
一般3,600円  大学生以下2,250円

9月21日（土）

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

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 大阪狭山 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！
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

劇団かかし座

夏・劇！すばる演劇フェスティバル2013夏・劇！すばる演劇フェスティバル2013

原作／馬場のぼる（こぐま社刊）

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
8月10日（土）

7月28日（日）

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

4Ｆ銀河の間
（入場整理券あり/すばるホールで発行中）

①11:30　②14:30

8月25日（日） 3F展示室
（定員80名/入場整理券あり/すばるホール他で発行中）

①11:00　②14:00

2Fふれあいひろば

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

※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

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！

ハンド・シャドウズ・アニマーレハンド・シャドウズ・アニマーレ

会 期
7/28～ 8/25

SASA～月影村の伝説～
さ  さ

中高生エンターテイメント集団「ゲキトモ」

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）

一般900円　 高校生以下450円

Lコード：51638

2013 公演メンバー

※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。

※割引対象は、６０歳以上・高校生以下・障がい者
　の方及びその介護者１名まで

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！～東  京  家  族

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　

2Fホール（1階席のみ）全席自由
①10：30 ②14：30 ③18：30

一般 1,000円（当日200円増）
割引 900円（当日共）
一般 900円  割引 810円

“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）

2012年/ 146分
出演/橋爪功、吉行和子、西村雅彦、妻夫木聡 ほか

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）

7月26日（金）

Lコード：57096

Lコード：57099

すばる映画祭 ～ Film Collection ～

半世紀のあいだ、その時代、時代の<家族>と向き
合って来た山田洋次監督が、いま２０１２年の家族
を描く。これは、あなたの物語です。

Lコード：56290

※割引対象は、６０歳以上・高校生以下・障がい者
　の方及びその介護者１名まで

ひまわりと子犬の７日間

2Fホール（1階席のみ）全席自由
①10：30 ②14：30 ③18：30

一般 1,000円（当日200円増）
割引 900円（当日共）
一般 900円  割引 810円

2013年/117分
出演/堺雅人、中谷美紀、吉行和子、夏八木勲 ほか

9月14日（土）

保健所に収容された犬たちの命の期限は７日
間。「絶対に助ける」強い想いが、やがて奇
跡を起こす―

満天の星空のもとで、アロマの香りと音楽によるリラックス空間をご用意しました。
日常の喧騒を忘れて、穏やかな時間をお過ごしください…

Lコード：58676

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

入場
無料

入場
無料

※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。

２F正面玄関前
19:30～20:30 19:00～20:00

すばるキッズ無料観望会 望遠鏡を覗いてみよう！

月と夏の大三角を観てみよう
7月21日（日）

中秋の名月
9月19日（木）

10月12日（土）
8月7日（水）
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主催　精華高校演劇部　（公財）富田林市文化振興事業団
（入場整理券あり／すばるホールで発行中）

7月15日（月・祝）
２Ｆホール12:00 無料

共催／社団法人富田林青年会議所

©2013「ひまわりと子犬の7日間」製作委員会

3Fプラネタリウム室
18:00（開場は15分前）

500円（当日共）

香りのメニュー「コズミックオーシャン」
（ローズマリー・ユーカリ・コリアンダーをブレンド）

80名
限定

限定
100名

お得な前売チケットパック！ ご利用下さい！ 「星空アロマ」と「ジェルキャンドル制作体験会」セット券　1,300円数量限定販売

8月24日（土）

絶対に見てはいけない理科室の人体模型
劇団つつじ満開座公演 入場

無料

7月31日（水）「ブレーメンの音楽隊」 ほか
人形劇団ZOOっと

8月   6日（火）「3匹のヤギのガラガラドン」 ほか
クリオネ（マリオネット）

8月   8日（木）「のせてのせて」「おなべなべ」
劇団たふたふ

参加
無料

富田林市在住の女優・
新屋英子さんが座長を
務め、劇作家・鶉野昭彦
さんが名作「白雪姫」を
脚色し、オーディションで
選ばれたアマチュアキャ
ストが演じる愛と感動の
ステージ！

鶉野版　白 雪 姫
～新屋英子一座２０１３演劇公演～

8月4日（日）8月4日（日）
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 制作／クエール企画

Lコード：57081

作・演出／鶉野昭彦

※キッズミュージカル・プラネタリウム・食べ物など一部有料のものもあります。

キッズフィーリングアーツ
光を感じて絵にしよう ふしぎ！ 土と光の芸術

コウノサトミ影絵展

お皿プロジェクト
いらなくなった黄色の物を持って来てくだ
さい。黄色がたくさん集まればひとつのア
ートになる！？
エコ・アート・ヒトのことを考えつないでいく
ことにチャレンジします。
（自分の手で持って来れる範囲のもので、黄色を
中心としたものであればどんなものでも可）

イエローラインプロジェクト

3F展示室（約60分）
①11：00～  ②14：00～（各40名 各回1時間前より整理券配布します）

3F展示室
11：00～13：00  14：00～15：00

3F展示室
11：00～13：00（先着200名）

10月開催の「音楽の絵本」の
シリーズから「サキソフォック
ス」が登場！四つ子のきつね
によるサックス四重奏をお楽
しみに！

サキソフォックス
ミニコンサート

4F銀河の間（約30分）
①11：00～  ②13：00～

3F展示室前
10：00～15：00

3F展示室（約30～60分）
①10：00～  ②13：00～（各20組  各回1時間前より整理券配布します）

影絵アートワークショップ

©SUPERKIDS

すばるホールが子どものためのアート会場に！ 観る・体験するイベントが盛だくさん！
スバルファイブなどご当地ヒーローも登場！

すばるホールが子どものためのアート会場に！ 観る・体験するイベントが盛だくさん！
スバルファイブなどご当地ヒーローも登場！

伊賀あゆみ＆山口雅敏ピアノデュオ

参加無料

南河内で大注目！中高生エンターテイメント集団「ゲキトモ」がおくる
チャンバラあり！ダンスあり！のちょっとせつない和風エンターテイメント！
南河内で大注目！中高生エンターテイメント集団「ゲキトモ」がおくる
チャンバラあり！ダンスあり！のちょっとせつない和風エンターテイメント！

子どもに大人気！ 究極の手影絵パフォーマンス！

わらび座
ミュージカル

日本一の高校演劇

キッズ アートフェ
スティバル

アートフェ
スティバルキッズすばるすばる

プラネタリウム特別投映

世界に一つだけのジェルキャンドルを作ってみよう！

20名
限定

作ってみよう！

3Fプラネタリウム前にて開催
13:00～17:00（16:30受付終了）

1,000円（材料費）

所要時間
40分

約40分

鈴木綜馬コンサートinプラネタリウム
～Starlight Musical～

【出演者】
鈴木綜馬
ピアノ／石田美智代
シンセサイザー／綛田陽啓

『レ・ミゼラブル』ジャベール、『エリザベート』フランツ・ヨ
ーゼフを始め、天性の美声と繊細な表現力を武器に、
数々のミュージカルで活躍する鈴木綜馬がすばるホー
ルに登場！
珠玉のミュージカル・ナンバーを中心に、選りすぐった名
曲をお届けします。
深くあたたかい歌声を、星明りの下で・・・一日限りの特
別な時間をお楽しみください。

12月1日（日）
3Fプラネタリウム室　全席自由
①14：00  ②17：00

3,500円
3,200円

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください

9/7（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～7/27（土）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

13:30（各15分前開場）

[演奏予定曲]

ローズマリー

8月31日（土）

さあ、行こう！

残席わずか

友の会予約 7/20（土）10:00～

友の会予約 9/6（金）10:00～


