
プラネタリウム（3Fプラネタリウム室）
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」

「星空散歩」

12月28日（土）まで
投映プログラム

約45分約40分

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。

制作協力／米朝事務所

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）
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©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 !!

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 

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

※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～

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、何年
も歌っていなかったオリジナル曲『悪魔』や愛を
歌った最高傑作『愛の賛歌』などドラマティック
な歌の数々をお贈りいたします！

〈
切
り
と
り
〉

〈
切
り
と
り
〉

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

平日月曜日　休館日
11/3（日）4（月・祝）12/1（日）イベントのため　
12/29（日）～1/3（金） 年末年始休館日

休
止
日

すばるホール芸術文化助成事業のご案内
その土地に、生まれ育てた祭花繚乱

ど               こん              じょう

土 魂 情

第２２回 すばる第九シンフォニー２０１３

2Ｆホール  全席自由18：00
参加協力金　一般 1,500円　学生 1,000円（当日共）

主催・お問い合せ：和太鼓喜和塾　尻谷 090-7553-4368

2Ｆホール 全席自由14：00 1,000円（当日200円増）
主催・お問い合せ：すばる第九を歌う会  畑中  0721-24-8196

12月8日（日）

日本舞踊こどもフェスティバル

2Ｆ小ホール13：00 無料
主催・お問い合せ：富田林市「日本舞踊子ども園」  0721-25-7314

12月23日（月・祝）

12月1日（日）

指揮／木村俊明　ソプラノ／北野智子　アルト／橘知加子
　　　　　　　　テノール／茶木敏行　バリトン／松澤政也
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

第１部
（和太鼓） 和太鼓 喜和塾・和太鼓 晴嵐・和太鼓 京

鉄砲節河内音頭 ファミリー光博
泉州音頭 瀧乃家秀月・江州音頭 志賀國天寿

第２部
（音頭競演）

第１部 Silent  Night（合唱付）
We wish you a Merry Christmas（合唱付）
ヘンデル作曲メサイアより「ハレルヤ」（合唱付）  他
ベートーヴェン作曲 交響曲第九番 ニ短調 作品１２５（合唱付）第２部

三代目  桂  文之助  プロフィール
1975（昭和50）年3月、桂 枝雀のもとに弟子入り。 
南光、雀三郎につぐ三番弟子「雀松」として初舞台。 
ちなみに「雀松」の名は米朝師匠が考えられた。 
1988（昭和63）年 NHK新人演芸コンクール 優秀賞 
1989（平成 元 ）年 NHK新人演芸コンクール 大賞 
1994（平成 6 ）年 国立演芸場花形演芸会 銀賞 
1996（平成 8 ）年 大阪舞台芸術 奨励賞 
2006（平成18）年 文化庁芸術祭 演芸部門優秀賞 
2012（平成24）年 文化庁芸術祭 大衆芸能部門優秀賞 

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） 

生
ま
れ
変
わ
る
覚
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本
）

17：00

ｅ+（イープラス）
CNプレイガイド（0570-08-9999）、
チケットぴあ（0570-02-9999　Pコード432-085）

Lコード ： 52922
２Ｆホール　全席指定

■各番組の前半に星空生解説があります。
■12/7（土）は、字幕付きで投映します。
■12/28（土）16時は、「ワンピース」を上映します。

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
・ 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
・ 2F受付カウンター又は3Fプラネタリウム
  受付にお持ち下さい。

有効期限 2013.12.25

特別投映 字幕付きプラネタリウム特別投映 字幕付きプラネタリウム特別投映 字幕付きプラネタリウム12/7（土）

4,700円

※詳細は中面参照

※当日、会場前券売機にてチケットをお買い求めください。

－日本舞踊をしている子どもたちと
　　　ワークショップに参加した子どもたちの

　　　　　　　　　　成果発表会－

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）
※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開演　●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
※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。

□河内長野ラブリーホール合唱団演奏会 シューベルト「ミサ曲 第6番」 プルックナー「テ・デウム」
●2014年2月23日（日）　●14：00開演（13：30開場）
●大ホール・全席指定　●一般4,000円　学生1,500円　●発売日：11月3日（日・祝）
●指揮/寺岡清高　管弦楽/大阪交響楽団　出演  ソプラノ/上村智恵、アルト/味岡真紀子、
テノールⅠ/竹内直紀、テノールⅡ/中村貴志、バリトン/萩原次己　合唱/河内長野ラブリーホール合唱団
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

□第61回 らぶりい寄席　桂文珍 独演会
●2014年3月9日（日）　●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定　●3,500円
●発売日：11月2日（土）　※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。　

1 1 . 1 2月イベントカレンダー

<休館日> 11月11･18･25日、12月2･9･16･29･30･31日 ※12/28は17:30閉館となります。

※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

□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
●2,000円（当日300円増）
●出演：岸良充/渡部真紀（ピアノ）
※未就学児入場不可

□オルガンと一緒にLICクリスマスファミリーコンサート「はいからさんとクリスマスを楽しもう！」
●12月14日（土）　●15：00開演（14：30開場）　●1階 ホールM・全席指定
●大人前売 1,500円　小人前売 1,000円（中学生以下）（各当日500円増）  
●出演：香取智子（オルガン）/土橋薫（オルガン）/畑田弘美（ソプラノ）/鈴木開（リードオルガン）/羽曳野少年少女合唱団（合唱）
※3歳以上有料

きし   ら  みつる                                                                                               うた

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

2013.
November & December

11&12
SUBARU NEWSホール

News

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

星空シアター →Pia-no-jaC← ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑﾗｲﾌﾞin富田林

第63回富田林市民文化祭　市民舞踊会 11：00 ホール 入場無料

とんだばやし認知症市民フォーラム 13:00 銀河の間 無料

富田林市こども会育成連絡協議会　こども作品展 12:00 銀河の間 無料

プラネdeえほん

すばるワンコインシネマ「黄昏」

すばるイブニングコンサート「武岡早紀」

七田ﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ ﾊｰﾓﾆｰﾋﾟｱﾉ教室・Chatterbox発表会 11:00 銀河の間 無料

第28回ﾌﾟﾃｨﾌｨｰﾕﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ発表会「小品集ﾊﾞﾚｴｺﾝｻｰﾄ　人魚姫」 13:30（予定） ホール 無料

癒し空間～花とクラフト☆☆☆コラボレーション～

第17回くれよんピアノ音楽教室発表会 10:00 小ホール 無料

チャリティーコンサート「上條恒彦・野田淳子ジョイントコンサート」 14:00 ホール 

マチャミ＆ポカスカジャンの音楽遊び「結婚線が消えてきた」

星空アロマ「フォーカス」

ジェルキャンドル制作体験会

南河内地車博覧会 10:00  無料

鈴木綜馬コンサートinプラネタリウム

土魂情

コーラス（結成10周年記念ファミリーコンサート） 13:30 展示室 無料

第28回マイウェイコンサート　魅惑のタンゴ 14:30 ホール 

すばる第九シンフォニー2013

GEMSTONE　Episode２ 19:00 ホール 2,000円

プラネdeえほん

2013とんだばやし人権フェア 10:00 銀河の間 無料

ダンス　シャネス発表会　未来 17:00 ホール 無料

すばるキッズ無料観望会

第37回ジョイントコンサート（近隣少年少女合唱団交歓演奏会） 14:00 ホール 無料

第8回ｸﾘｽﾏｽﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ（同時開催:第33回第7ﾌﾞﾛｯｸ高等学校音楽会） 10:00 ホール 無料

日本舞踊子どもフェスティバル 

3日（日）

4日（月振）

9日（土）

10日（日）

14日（木）

15日（金）

16日（土）

17日（日）

23日（土・祝）

24日（日）

30日（土）

行　事　名 開演時間 会　場 前売料金 主催・お問い合せ先

11
月

1日（日）

7日（土）

8日（日）

12日（木）

14日（土）

21日（土）

22日（日）

23日（月・祝）

12
月

河秋会
090－8194－8953（18～21時のみ）

メンズコア富田林（代）高井　義
0721－24－8279

和太鼓喜和塾　尻谷
090－7553－4368

マイウェイ福祉の会後援会 会長 四十万 達
050－7100－2520

すばる第九を歌う会  畑中
0721－24－8196

HIRO DANCE COMPANY（ 代表 廣岡祐美子）
072－921－1640

富田林市人権政策課
0721－25－1000
ダンス　シャネス
0729－74－9317

富田林市少年少女合唱団  鷲見（すみ）
0721－21－3620
富田林商工会  青年部
0721－25－1101

富田林市「日本舞踊子ども園」
0721－25－7314

すばる交響楽団（松長徹）
0721ー26ー1779

富田林市高齢介護課
0721－25－1000（内197）

富田林市こども会育成連絡協議会
0721－24－1451

山下栄子
0721ー25ー9182

七田ﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ金剛教室
0721－40－0077

くれよんピアノ音楽教室
0721－23－5964

社会福祉法人こごせ福祉会  拓共同作業所  荒芝康夫
0721-25-5649

ﾌﾟﾃｨﾌｨｰﾕﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ
072－366－1421

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。

すばるホール

詳細は紙面記事をご覧ください。 すばるホール

完 売 御 礼

すばるホール

すばるホール

すばるホール

詳細は紙面記事をご覧ください。
すばるホール

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。

すばるホール

詳細は紙面記事をご覧ください。 すばるホール

大人3,000円
小人・障がい者2,000円

一般3,000円
障がい者・高齢者65歳以上2800円

銀河の間
展示室　他

第63回大阪府高等学校
演劇研究大会　H地区大会



すばるクリスマスツリーコレクション2013  since2008

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

『癒し空間』

～花とクラフト☆☆☆コラボレーション～

→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！11月16日（土）

11月4日（月・振休）

12月1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！～

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

※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　

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

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

3月14日（金） Lコード：51494

12月21日（土） 11月14日（木）
12月12日（木）

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

【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

劇団四季のトップスターとして活躍し、退団後も『レ・ミゼラブル』ジャベール、『エリ
ザベート』フランツ・ヨーゼフをはじめ、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！ゲストボーカルに富田林市在住の
ソプラノ歌手・西尾薫を迎えて、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、星明かりの下で・・・　一日限りの特別な時間をお楽しみください。

【鈴木綜馬（スズキソウマ）】
1982年劇団四季入団後、芥川英司の芸名で『オペラ座の
怪人』『美女と野獣』『キャッツ』『ウェストサイド物語』などに
出演。退団後は、『エリザベート』『レ・ミゼラブル』『タイタニッ
ク』『ドラキュラ』『サウンド・オブ・ミュージック』『サンセット大
通り』など数々の舞台へ出演。ハイバリトンからテノールの音
域で観客を魅了している。TVドラマやナレーションでも活躍
するほか、自ら作詞・作曲も手がけ、CDのリリースやライブ、
ディナーショー等幅広く活動の場を広げている。

【ゲストボーカル：西尾薫（ニシオカオル）】
富田林市在住。清教学園中高等学校合唱部を経て、大阪
芸術大学演奏学科声楽コース卒業。第52回関西新人演
奏会、ラブリーホール新人演奏会他多数演奏会出演。大学
在学時、オペラ「フィガロの結婚」伯爵夫人、「魔笛」パミー
ナ役で出演。ラブリーホールマイタウンオペラや、関西歌劇
団オペラ公演に合唱で出演。宗教曲ではペルゴレージ「ス
ターバトマーテル」のソプラノソロをつとめる。現在関西歌劇
団準団員。富田林市立第三中学校非常勤講師。

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

※公演時間は各校約60分

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。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　

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。　※体験コーナー（有料）や作品の販売もございます。

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

地域の団体、サークルなどの皆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ロビーをクリスマスムード
いっぱいに演出します。参加型ツリー『星に願いを』では星形のオーナメントに願い事を書いてツリーに飾っていただ

けます。

期間／11月24日（日）～12月25日（水）　 会場／２Ｆロビー　

すばるパソコン教室

星空シアター

プラネタリウムライブin富田林

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

※ローソンチケットでの販売は終了しました。

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級銅賞

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：ヘンデルの主題による変奏曲と
フーガ 変ロ長調 Op.24　他

[演奏予定曲]
スクリャービン：ピアノソナタ第2番
嬰ト短調「幻想ソナタ」Op.19
ベートーヴェン：ピアノソナタ第13番
変ホ長調 Op.27-1 
ショパン：エチュード イ短調 Op.10-2、
エチュード ヘ長調 Op.10-8 他

[演奏予定曲]

「レ・ミゼラブル」 「オペラ座の怪人」 「エリザベート」 「マイ・フェア・レディ」 「千と千尋の神隠し」　他
[演奏予定曲目]

　12:30  開会式 ⑥  9:30  清教学園高等学校

①12:50  金剛高等学校 ⑦10:40  長野高等学校

②14:00  関西福祉科学大学高等学校 ⑧11:50  帝塚山泉ヶ丘高等学校

③15:10  狭山高等学校 ⑨13:50  精華高等学校

④16:20  松原高等学校 ⑩15:00  河南高等学校

⑤17:30  長尾谷高等学校 ⑪16:10  東百舌鳥高等学校

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

10:30
協力／NPO法人ふらっとスペース金剛

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

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（受付期間～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

特別投映 字幕付きプラネタリウム すばる友の会 新規会員募集！

平成26年 2月16日（日）

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！
クリスマス用オーナメントもあるよ！

作ってみよう！

約40分

スパニッシュセージ

11月30日（土）
次回は平成26年2月1日（土）

3Fプラネタリウム前
13:00～17:00（16:30受付終了）

1,000円（材料費） 所要時間
40～60分

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

11月9日（土）・10日（日）

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！

小ホール 入場無料
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

完売
御礼

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。

毎週火～金曜日
①午前９時30分～10時45分
②午前11時～午後０時15分
③午後６時30分～午後７時45分
④午後７時45分～午後９時　
①～④の希望曜日・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。

開講日時　

内　　容

２Ｆふれあいひろば会　　場

受 講 料

午前９時～午後９時（休館日を除く）に
2F受付カウンターで受講チケットを
お買い求めください。

申 込 み

「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」　その他、パソコン入門や
ワード、エクセルなどご相談に応じます。

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

アンダルシア～情熱の瞬間～
ミゲル・アンヘル フラメンコ舞踊団

「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。

情熱を織り成す踊り
心を揺さぶる唄
激しくも哀愁を秘めたギターの響き
アンダルシアの恵みの中で
多様な風土と感性が生んだフラメンコ。
溢れる情熱と心に迫る熱気が
センセーショナルな感動を呼び起こす!

1月25日（土）平成26年

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）
※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）

聴覚に障がいをお持ちの方がプラネタリウムを楽しんでいただけるよう、プ
ラネタリウムに映しだす星や星座の解説などの字幕を、すばるホールスタッ
フが手作りしました。
タイトル番組を含めて全編字幕付で投映します。ぜひ、ご覧ください。

※事前予約は不要です。当日、会場前の券売機でチケットをお買い求めください。
※通常プラネタリウム同様に各種割引対象です。

３Fプラネタリウム
おとな500円　こども（4歳以上中学生以下）250円

12月7日（土）

チケット割引特典
1 チケット先行予約特典

2

すばるニュースを
お届け！

特典
3 提携店でのご優待！特典

4

抽選で素敵な
プレゼント！

特典
5

プラネタリウム
観覧料割引！

特典
6

友の会にはお得がいっぱい！
※特典１・２は一部対象外の公演もございます。

入会金500円　年会費1,500円

詳細はお問い合せください。

入会金・年会費
お申し込み方法 身分証明書（運転免許証や健康保険証など）と入会金・年会費

2,000円をご用意の上、すばるホール2階受付カウンターまで
お得な口座振替も！ 2年目以降の年会費を口座振替にすると、1,500円が1,000円に！

ご希望の方はご本人様の「口座番号」と「届出印」をお持ち下さい。

★★

9日（土） 10日（日）

平成26年 平成26年

※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14：30
Lコード ： ５４６２０

1階席4,000円　2階席3,000円（当日各500円増）
1階席3,600円　2階席2,700円 （2階席は　　  のみ取扱い）

友の会予約 11/10（日）10:00～

11/17（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

バイレ

カンテ

  字幕投映番組
11:00／ 14:30「ワンピース ザ プラネタリウム」
13:00／ 16:00「雄二とのり子のスター大百科」
※各番組前半に「当日の星空解説」があります。

4回券4,800円、6回券6,600円、8回券8,600円
　 4回券4,200円、6回券6,000円、8回券8,000円
（別途テキスト代が必要です。）

残席わずか

20名
限定

2012年の様子 2011年の様子

チケットぴあ0570-02-9999　Pコード433-114


