
プラネタリウム

平日月曜日
10/21（月）～23日（水）
11/3（日）・4（月・振休）

休館日のため
保守のため
イベント実施のため

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

■各番組の前半に星空生解説があります。  ■9/1（日）、及び10/24（木）以降のプログラムについてはお問い合わせください。

土 日・祝時 間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

団体専用
「ワンピース」
「スター大百科」
「ワンピース」

火・木 水・金時 間

11:00

13:00

14:30

16:00

15:00

団体専用 団体専用

「スター大百科」「ワンピース」 「スター大百科」 星空散歩

9月3日（火）～10月20日（日）まで投映プログラム

約45分

約40分

©2011 Evans & Sutherland 

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！

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 !!
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新春！平成２６年の初笑いはすばるホールで！！
富田林市在住の桂雀松が三代目桂文之助を襲名。
各地で襲名披露を行った三代目文之助が富田林に
凱旋します。

※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）

Lコード ： 52697
2,300円（当日500円増）限定400名
2,000円

平成26年 1月4日（土）

友の会予約 9/29（日）10:00～
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10/6（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

三代目 桂文之助襲名記念独演会三代目 桂文之助襲名記念独演会
すばる寄席

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

制作協力／米朝事務所

※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

9月28日（土）

L コード：55407
※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

10月12日（土）

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

割引クーポン割引クーポン割引クーポン
プラネタリウムプラネタリウム おとな 500円 ▶ 450円

こども 250円 ▶ 225円

有効期限 2013.10.20
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©DRUM TAO©DRUM TAO

・ 1枚につき4名様までご利用いただけます
・ その他サービスとは併用できません
・ 観覧後の返金（割引）はできません

第11回  くすのき塾シニアのお祭り
高齢者の生涯学習を中心とした文化活動のお祭り

すばるホール芸術文化助成事業

2F小ホール・３Ｆアルデバラン
お問い合せ  ＮＰＯ法人高齢者大学シニア富田林くすのき塾　清井  TEL0721－23－5430

無料

9/14のみ
第一会場（小ホール　10：00～）
第一部　講座成果発表
第二部　アトラクション

9/14・15
第二会場（アルデバラン　9：00～16：00）
展示発表＆体験講座

※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17：30
Lコード ： 57217

7,000円
6,700円

平成26年 2月22日（土）

友の会予約 11/9（土）10:00～

11/16（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

わらび座　駒野谷咲子さんのトーク＆大道芸

美輪明宏のロマンティックな
世界へようこそ。
～心を癒すのは、ロマンです～

2012年末の紅白歌合戦で歌い若者の間で話
題になった「ヨイトマケの唄」をはじめとし、シャ
ンソンというジャンルを超えた愛を歌った最高
傑作「愛の讃歌」などドラマティックな歌の数々
をお贈りいたします!!

元祖ソーラン節をみんなで踊っていい汗をかきましょう！ ブッダのみどころも聞けます

わらび座の俳優さんによる
『わらび座 元祖ソーラン節 ワークショップ』を開催します

9月7日（土） 14:00（30分前受付開始）約2時間予定
2Fリハーサル室 参加無料（申込み不要）先着80名

結婚線が消えてきた結婚線が消えてきた
マチャミ＆ポカスカジャンの音楽遊びマチャミ＆ポカスカジャンの音楽遊び

誰もが聞いて涙する･･･はず。 笑い満載。「ほろり」もあるよ。
いまだかつてないワハハ本舗ならではの笑いあり感動ありの
音楽エンターテインメントショー、ついに開幕！！
久本雅美が５５歳を目前に新たなステージに挑戦する。
それは･･･「歌」。

出演：久本雅美、ポカスカジャン

11月30日（土）
※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください
5,000円（当日500円増） 全席指定
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富田林公演決定！！
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開演時間、発売日、発売場所
など詳細は、すばるホールＨＰ
または電話でお問い合わせく
ださい。

速報

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

□SAYAKAクラシックス　ニューイヤーコンサート　森麻季ソプラノ・リサイタル
●2014年1月11日（土）　●14：30開演　●大ホール（全席指定）　●3,000円（当日500円増）
●出演：森麻季（ソプラノ）、山岸茂人（ピアノ）　●発売日9月14日（土）
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
□劇団四季ファミリーミュージカル　桃次郎の冒険
●2014年1月25日（土）　●15：00　●大ホール（全席指定）
●S席：5,000円  小人S席（小学生以下）：3,000円　A席：3,000円  小人A席（小学生以下）：2,000円（当日各500円増）
●出演：劇団四季　●発売日10月12日（土）
※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。

□Lovely Halloween in 河内長野　仮装！？ファミリーコンサート
仮装して参加しよう！　仮装してきてくれたお子様に、お菓子のプレゼントがあるよ～♪
●10月14日（月・祝）　●13：30開演（13：00開場）
●大ホール・全席自由　●前売り500円　当日800円
※3歳以上のお子様からチケットが必要です。（3歳未満のお子様は座席が必要なければ保護者1名につき1名まで無料）
●出演：河内長野吹奏楽団ブルーウインズ、神谷徹（リコーダー奏者）
関連イベント、「チャッピー岡本のカブリモノ変心塾」と「かぼちゃのランタン作り」は、ラブリーホールまでお問合せください。

9 . 1 0月イベントカレンダー

<休館日>　 9月2・9・30日　　　10月7・21・28日

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）
すばるホールでの各発売初日は電話予約のみ受付

（10：00開始）
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
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

2013.
September & October

9&10
SUBARU NEWSホール

News

□第39回りっくぷち寄席　落語＋講談=GOOD AFTER NOON!
●10月7日（月）　●14：00開演（13：30開場）　●3階 音楽実習室・全指定席
●500円（当日200円増）　※未就学児入場不可
●出演：林家竹丸・旭堂南青・桂ちきん
※チケットはLICはびきののみの取り扱いとなっております。
□岸良充シャンソンコンサート ～人生の詩～
●11月30日（土）  ●14：00開演（13：30開場）  ●3階 音楽実習室・全指定席※未就学時入場不可
●2,000円（当日300円増）　●出演：岸良充（きしらみつる）
※チケットは9月14日（土）9時より発売します。

うた

第13回オークス歌謡祭 10:00 ホール 2,500円 

第3回　秋だ！和也だ！歌祭りin大阪 12:30 銀河の間

ヨガ講習会 10:00 銀河の間 2,000円

くすのき塾  シニアのお祭り ※15日は展示のみ 10:00  無料

チャリティーカラオケふれあいまつり 9:00 銀河の間 見学無料

求人・求職情報フェア 13:00 銀河の間 無料

舞来人Vol.5 13:30 ホール 500円

新都山流大阪府支部　第35回定期演奏会 12：00 ホール 2,000円

秋季舞踊大会 13:30 小ホール 無料

第4回富田林高校ももせ合唱団演奏会 14:00 ホール 1,000円

1日（日）

6日（金）

14日（土）

15日（日）

19日（木）

行　事　名 開演時間 会　場 前売料金 主催・お問い合せ先

9
月

14日（月）

20日（日）

22日（火）

27日（日）

10
月

10,000円
（お弁当、ソフトドリンク付）

小ホール
アルデバラン

歌謡スタジオ オークス
072ー958ー8622
IKC岩出和也クラブ
0721ー62ー5027

9/8（日）

9/28（土）

10/6（日）

10/11（金）～14（月・祝）

10/13（日）

10/14（月・祝）

10/26（土）、27（日）

11/4（月・振休）

13:00

13：00（出句締切）

13:00

10：00～18：00（最終日は16：00まで）

10:00

12:00

10：00～16：00

11:00

コーラス・フェスティバル

市民川柳大会

箏・三絃・尺八 演奏会

市民美術工芸展

謡曲大会

市民吟詠大会

茶華道大会（お茶会は有料）

市民舞踊会

２Ｆホール

小ホール

２Ｆホール

小ホール・展示室

中央公民館

銀河の間

展示室

２Ｆホール

日　程 部　門 時　間 会　場

ベター・ミズ・ヨガソサエティ
0721ー28ー3483

カラオケハウスキューピット
0721ー23ー0130

黒崎絹子
090ー9617ー9547

社協ボランティア  日舞グループ
0721ー29ー8755
富田林高校ももせ合唱団
0721ー25ー2938（村元）

新都山流大阪府支部  連絡責任者  阪本箭山
0721－23ー2675

すばる交響楽団 13:30 ホール 1,000円

ピアノ発表会 13:00 小ホール 入場無料

3日（日）

4日（月）

すばる交響楽団（松長徹）
0721ー26ー1779

山下栄子
0721ー25ー9182

富田林市商工観光課
0721ー25ー1000（内線480）

シニア富田林くすのき塾 事務局 清井浩
0721ー23ー5430

11
月

第
６３
回
富
田
林
市
民
文
化
祭（
入
場
無
料
）

0/00（0）
初日は電話
予約のみ

一般発売
00：00～

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団



～親子のためのコンサート～  音楽の絵本  JIVE

すばるクリスマスツリーコレクション参加者（団体）募集！

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）

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

すばるイブニングコンサート
たそがれどき、新進気鋭の若手ピアニストによる演奏をお楽しみください。

『癒し空間』
～花とクラフト☆☆☆コラボレーション～ 私の街でクラシックVol.7 奥田なな子 チェロリサイタル

とんだばやし演奏家協会 子どもとお母さん、お父さんのためのコンサート
子どもたちに本物の音楽を

ねこときんぎょ（同時上演「にこにこきぶん」）
劇団カッパ座富田林公演

→Pia-no-jaC←とプラネタリウムがコラボレーション！ すばるホールだけの特別ライブ！

星空シアター

9月29日（日）

11月16日（土）

9月14日（土）

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・珍しい日本初演作品・オリジナル編曲などを中心
に演奏しているデュオによる、ピアノ名曲コンサート。

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

11月4日（月・振休）

HAYATO（Piano）、HIRO（Cajon）の二人によるインストゥルメンタルユ
ニット。鍵盤と打楽器だけというシンプルな構成ながらも、力強く激しいピア
ノの旋律と独特な存在感をもつカホンの音色がせめぎ合うスリリングかつ
重厚な演奏はオーケストラ並みの迫力。

※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
全国大会（福島県）出場作品　　
精華高校演劇部『駱駝の溜息』より

2012年の様子

3Fプラネタリウム室　全席自由16:00

3,500円（当日500円増）定員170名
3,200円

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

10月5日（土）
12月1日（日）

伊賀あゆみ＆山口雅敏ピアノデュオ

＜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＞
スーザ（Ｖ．ホロヴィッツ＝山口＆伊賀 編曲）：星条旗よ永遠なれ

[演奏予定曲]

演奏予定曲目は未定です。

すばる映画祭 ～ Film Collection ～

ひまわりと子犬の７日間

2013年/117分
出演/堺雅人、中谷美紀、吉行和子、夏八木勲 ほか

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―

※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

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

Lコード：58676

Lコード：57162

©2013「ひまわりと子犬の7日間」製作委員会

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！～

※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。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　

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） Lコード：57099
ドライサーの小説『シスター・キャリー』を映画化。
愛ゆえに落ちぶれていく男の悲哀…。
（1951年／アメリカ／122分／字幕スーパー）

黄昏

11月15日（金） Lコード：51485
19世紀末の炭坑で働く一家の回想を綴った物語。
緑に染まった谷は、ウェールズで一番美しかった。
（1941年／アメリカ／118分／字幕スーパー）

わが谷は緑なりき

平成26年 1月17日（金）Lコード：51491
腐敗した政治の世界にたった一人で抵抗する男の姿を
通してアメリカン・スピリットを感動的に描く。
（1939年／アメリカ／129分／字幕スーパー）

スミス都へ行く

平成26年 3月14日（金）Lコード：51494

©SUPERKIDS

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）

♪ジブリメドレー　♪こぎつね
♪幻想即興曲　　　♪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

プラネタリウムライブin富田林

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！
レギュラーメンバーによる息の合ったアンサンブルをお聴
き逃しなく！

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）

9月19日（木）

各ホール窓口
ローソンチケット【Lコード 各館共通54445】
チケットぴあ【Pコード 各館共通196ー664】
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）
※全公演自由席・３歳以上有料・１ドリンク付・税込
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

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。

２F正面玄関前 参加
無料

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

限定
100名

中秋の名月

協力／ディーヴァアロマセラピースクール

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

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「フォーカス」
（ベルガモット・セージ・フラキンセンスをブレンド）

80名
限定

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

星空アロマ星空アロマ星空アロマ
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…

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！

作ってみよう！

約40分

発売中

スパニッシュセージ

11月30日（土）

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

20名
限定

9/7（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9/22（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～ 10/1（火）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9/8（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9/12（木）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9/28（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

【出演者】
鈴木綜馬　西尾薫
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。

3Fプラネタリウム室　全席自由①14：00  ②17：00
3,500円　限定170名
3,200円

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください

友の会予約 9/6（金）10:00～

友の会予約 9/15（日）10:00～

友の会予約 9/12（木） 10:00～

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

※販売所は　  　  のみ

１Fレストランすばる  全席自由17:00（開場は45分前） 600円（当日200円増） ※１ドリンクつき　限定50名 500円　 友の会予約 9/28（土） 10:00～

西尾薫

アレンジメントフラワーとデコ
パージュなどのクラフト作品が
コラボレーションする展示会。
『癒し』をテーマにした作品をど
うぞごゆっくりご鑑賞ください。

身近に気軽にクラシック音楽を…
というコンセプトに始まったシリ
ーズコンサート
第７回目となる今回は関西でソ
ロ・室内楽で活躍している富田林
市出身の新進チェリスト 奥田な
な子さんのリサイタルをお届けし
ます。

当企画に賛同・協力していただけるアーティストを募集いたします。
プロとして演奏活動を行っている方、音楽を専門に学んでいる学生の方　など
一緒に「身近に本物の音楽を聴くことのできる環境づくり」をお手伝いいただけませんか。
ご応募など詳細はお問い合わせください。

11月23日（土）・24日（日）
3F展示室
23日は10：00～18：00　24日は10：00～17：00

無料

「僕の声を貸してあげる。飲み込んでみて」
友達のボブ少年から預かった金魚が、猫の
ディランの危機を救った。お腹の金魚と歌う
ディランの声は王様を魅了する。王位を狙
う悪人も暗躍。
ボブの元へ返すという金魚との約束を、デ
ィランは守れるのか？
人を信じ、許す心の温かさを是非ご家族お
揃いで感じて下さい。

すばるホールのロビーを個性的なツリーで飾ってみませんか。
ツリーはすばるホール２階ロビー等で11月24日（日）から12月25日（水）ま
で展示します。昨年、甲子園出場より難しいといわれる

全国大会（福島）出場を果たした精華高
等学校演劇部をはじめ、総勢約100名
にのぼる地域の高校演劇部が若い力を
舞台に注ぎ込みます！

1月25日（土）11月9日（土）・10日（日）

10月27日（日）

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

Lコード：55612

武  岡  早  紀
（兵庫県立西宮高等学校音楽科２年）

2013ピティナ・ピアノコンペティション
G級全国決勝大会進出中

1月18日（土）

ハイドン：ピアノソナタ ハ長調 Hob.XVI:21
ショパン：ボレロ ハ長調 Op.19
ブラームス：ヘンデルの主題よる変奏曲と
フーガ 変ロ長調 Op.24　他

[演奏予定曲]

レ・ミゼラブルより『Stars』
キス・ミー・ケイトより『So in love』
オペラ座の怪人より『Think of me』他

[演奏予定曲目]

Lコード：55620

平 間 今日志郎
（大阪府立四條畷高等学校１年）

3月8日（土）

ラヴェル：夜のガスパール
（オンディーヌ／絞首台／スカルボ）
他

[演奏予定曲]

Lコード：55621

西  岡  沙  樹
（京都市立芸術大学３年）

平成26年 平成26年

一般 900円   高校生以下 450円

2Fリハーサル室　全席自由18：00

一般 1,000円   高校生以下 500円（当日各200円増） 限定80名
友の会予約 9/8（日）10:00～

※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

※9/13「欲望という名の電車」は発売中

奥田なな子（チェロ） 奈良田朋子（ピアノ） カサド ： 親愛なる言葉
サンサーンス ： 白鳥
ラフマニノフ ： ピアノとチェロのための
ソナタ op.19 他

[演奏予定曲]

天国と地獄、ガナイア、ひこうき雲、他
予定曲目

10:30 （開場は15分前）
協力／NPO法人ふらっとスペース金剛
　　　こんごうおやこ劇場

3F プラネタリウム室19:00～20:00

２０１２ピティナ・ピアノコンペティション
Ｊｒ．Ｇ級金賞

2009ピティナ・ピアノコンペティション
G級ファイナリスト

平成26年

12団体（申込み先着順）
無料
※ツリー本体はすばるホールでご用意します。装飾は各自ご用意ください。

応募用紙に必要事項を記入し、すばるホールまで
メール、Faxでの応募も可能（受付期間9/25～11/9）
※応募用紙はホームページ〔http://subaruhall.org/〕からダウンロードもできます。

募　集

参加費

申込み

望遠鏡で
“中秋の名月”を
眺めてみましょう。

プラネタリウムのドームに
絵本を映します。
みんなで一緒に絵本を
読みませんか？
手遊びコーナーもあるよ。

乳幼児
大歓迎

演劇研究大会  Ｈ地区大会
第63回大阪府高等学校

高校生たちのあつい思いが 演劇の舞台に！

パーカッションデュオPercPerc
の楽しいコンサート

小ホール 入場無料
※出場校及び時間等の詳細はすばるニュース次号
　及び10月下旬ホームページで発表。

9月21日（土）
ふれあいひろば

無料（要整理券 9/1から配布）
※当日お席に余裕がある場合は整理券なしでも
　ご入場いただけます。

主催／大阪府高等学校芸術文化連盟演劇部会
　　　大阪府高等学校演劇連盟
　　　（公財）富田林市文化振興事業団
後援／大阪府教育委員会（予定）

10：30

出演／パーカッションデュオPercPerc
和中真起
池田健太

パクパク

おじいちゃん
おばあちゃんも
どうぞ

【演奏者募集】

9月12日（木）
10月10日（木）
9月12日（木）
10月10日（木）

Lコード：57562
2Fホール　全席自由13：30

おとな 1,500円   こども 1,000円（当日各500円増）
友の会予約 10/1（火）10:00～
※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）

パク  パク


