
柳家花緑×風間杜夫
二人会

柳家花緑×風間杜夫
二人会

すばる寄席

「シクラメンのかほり」「夢芝居」「愛燦燦」など数々の
ヒット曲を作り出した小椋佳の歌と語らいのステージ！

人間国宝５代目柳家小さんを祖父に持ち卓越
した噺の話術で注目を集める柳家花緑と、ド
ラマ・舞台で磨かれた表現力と豊富な経験を
生かし、得意の古典落語を披露する名優・風
間杜夫による二人会。

富田林税務署の確定申告会場は
『すばるホール』です。

会場／４Ｆ銀河の間

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」

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 !!

プラネタリウムを見ませんかプラネタリウムを見ませんかプラネタリウムを見ませんか

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 !!

すばるホールのプラネタリウムを見たことはありますか？
現在は、「ワンピース」「スター大百科」の番組をメインに投映しています。
各番組前半には、当日の夜９時の星空解説もしています。
最近は夜空が明るく、星は見えにくくなってきていますが、プラネタリウムで
満天の星空を体験しませんか。

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 

～２月２８日（金）まで

投映プログラム

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

休
止
日

平日月曜日　休館日
12/29～1/3 年末年始休館
1/21（火） 臨時休館日

■各番組の前半に星空生解説があります。

※当日、会場前券売機にてチケットをお買い求めください。
※土曜日が祝日の場合、投映は土曜日プログラムで投映します。

開設期間
２月４日（火）から３月１７日（月）まで
（土・日・祝日を除く、但し２月２３日（日）・３月２日（日）は開設します）
※開設期間中は、すばるホールの休館日（月曜日）であっても申告会場は
開設しております。

開設時間
午前９時から午後５時まで
※混雑状況により、早目に受付を終了させていただく場合がありますの
で、なるべく午後４時頃までにお越しください。

お問い合せ
富田林税務署　電話0721－24－3281
※上記番号におかけいただくと自動音声によりご案内しております。アナ
ウンスに従い操作してください。なお、「すばるホール」会場では、電話によ
るお問い合せはお受けしておりません。

ご注意ください
・開設期間中は富田林税務署庁舎内には申告会場を設けておりませ
ん。作成済みの申告書等の受付、納付手続き、納税証明書の発行
及び用紙の交付のみ行います。なお、開設期間外（土・日・祝日
を除く）は、富田林税務署で相談を行います。
・「すばるホール」会場では、納付手続き、納税証明書の発行及び
相続税の相談は行っておりません。

※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

２Ｆホール  全席指定17：00
Lコード ： 54197

3月8日（土）
4,500円（当日共） 4,200円 友の会予約 1/8（水）10:00～

1/12（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

※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
Lコード ： 54198

4月29日（火・祝）
2,800円（当日500円増）
2,500円 友の会予約 1/19（日）10:00～

1/26（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

すばるホール芸術文化助成事業のご案内
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】平成26年4月～9月に実施する事業
※応募方法などの助成金に関する詳細については、
1月上旬にホームページで掲載いたします。

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

□劇団四季ファミリーミュージカル　桃次郎の冒険
●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。
□関西フィルハーモニー管弦楽団　Meet the Classic in 大阪狭山
●2月1日（土）　●14：00開演　●大ホール・全席指定　●一般3,000円  高校生以下1,500円（当日
各500円増）　●出演：指揮/藤岡幸夫　管弦楽/関西フィルハーモニー管弦楽団
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

□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」
●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
●指揮/寺岡清高　管弦楽/大阪交響楽団
　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
●3月9日（日）　●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定　●3,500円
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。　

イベントカレンダー

<休館日> １月１・２・３・６・２０・21・２７日 ※1/4は17:30閉館　  ２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）
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

□LICオルガンコンサート　新春の光に包まれて
●1月25日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・全席自由
●1,000円（当日200円増）　●出演：伊藤純子
※未就学児入場不可
□第40回りっくぷち寄席 ～新春初笑いの会～
●1月26日（日）　●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・全席指定
●前売 1,000円（当日200円増）  
●出演：林家そめすけ/林家花丸/林家愛染/笑福亭仁智（ゲスト）
※未就学児入場不可

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
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News

9:00～20:00
※初日は13:00～、
最終日は18:00まで

無料展示室

行　事　名 会　場 開演時間 前売料金 主催・お問い合せ先

1
月

平成25年度男女共同参画フォーラムBe-inひろっぱ講演会 小ホール 13:20 無料25日（土） 平成25年度男女共同参画フォーラム実行委員会
（市人権政策課25ー1000【内474】）

NEW YEAR DANCE LIVE 2014 ホール 16:0019日（日） 富田林市ダンス連盟（YUKI）
080－2528－4944

南大阪管弦楽団　第27回定期演奏会 ホール 14:00 無料26日（日） 南大阪管弦楽団　奥野
0721ー24ー7792

アトリエ・ニュービジョン制作室
0721ー35ー1133

第16回くれよん絵画教室作品展 展示室 13:00 無料2日（日）
3
月

くれよん絵画教室
稲田良人 090ー7111ー8089

島田病院 公開医療講座 小ホール 14:00 無料6日（木） 島田病院公開医療講座係
072－953－1001

島田病院 公開医療講座 小ホール 14:00 無料 島田病院公開医療講座係
072－953－1001

島田病院 公開医療講座 小ホール 14:00 無料 島田病院公開医療講座係
072－953－1001

島田病院 公開医療講座 小ホール 14:00 無料 島田病院公開医療講座係
072－953－1001

第30回子育てを考える市民のつどい・親子でほっこり人形げき 小ホール他 9:309日（日） 子どもの権利要求実現富田林市民実行委員会
0721－28－1584（ともっち保育園・赤澤）

大人500円
こども無料

1,000円
（3歳以下無料、座席必要の場合有料）

12日（水）      
～16日（日）

19日（水）      
～21日（金）

20日（木）

27日（木）

アトリエ・ニュービジョン卒業制作展

9:00～20:00
※但し、21日は
15:00まで

無料展示室 松原市立天美小学校  校長  大伴俊次
072－332－0333南河内地区小中学校支援教育研究会  なかよし作品展

13日（木）

2
月

12日（日） 富田林市少年少女合唱団　第42回定期演奏会



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

『手作り望遠鏡を作ってみよう！』
すばるキッズ観望会　特別編

私の街でクラシックVol.8『ヴァイオリン博物館』～愛の挨拶～
とんだばやし演奏家協会

大阪音楽大学×すばるホール
すばる音楽祭２０１４

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！～

3月20日（木）

プラネタリウム観覧と、組立キットを使った望遠鏡（15倍）製作です。当日
の天候が良ければ終了後に屋上広場で観望の時間を設けます。

内　容：17:00　プラネタリウム観覧（当日の星空紹介）
　　　　18:00　手作り望遠鏡キット製作
　　　　19:00　屋上で観測会（晴天時のみ、19:30解散）

身近に気軽にクラシック音楽を…をコンセプトに始まったシリーズコ
ンサート　第８回目となる今回はヴァイオリンの形はどうしてこんな
に美しいの？　音が出るしくみは？　中はどうなっているの？
不思議な形の珍しいヴァイオリンも登場。
このコンサートでしか見ることが出来ない数々の貴重なヴァイオリ
ン達です。
演奏、お話と共にお楽しみ下さい。
出演：奥田章子（ヴァイオリン）、植田延江（ヴィオラ）
　　　坪本佐智子（ピアノ）
演奏予定曲　エルガー／愛の挨拶
モーツァルト／ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲 ほか

※割引対象は60歳以上・高校生以下、障がい者の方およびその介護者1名まで

2Fホール　全席自由
①10：30 ②14：30 ③18：30（各回入替制）

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

終戦のエンペラーすばる映画祭 ～ Film Collection ～

美輪明宏/ロマンティック音楽会 週末よしもと 爆笑スーパーステージin富田林２０１４

1月17日（金） Lコード：51491

2月8日（土）

2月2日（日）

1月  9日（木）
2月13日（木）

すばるキッズ観望会

富田林市カラオケ連絡会
第２０回発表会

すばる寄席
三代目桂文之助
襲名記念独演会

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時時点でホーム
　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

※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　

※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　

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

演奏予定曲／ラヴェル
夜のガスパール（全曲） ほか

[演奏予定曲]

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

４Ｆ銀河の間　全席自由

2Fホール　全席自由

19:00～20:00

入場
無料

9:30（開場は15分前）

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「イマジネイティブ パワー（想像力)」
（マージョラム、パイン、ゼラニウムをブレンド）

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！
可愛いガラス細工もたくさん！  手作りプレゼントにどうですか？！

作ってみよう！

約40分

マジョラム

2月1日（土）
次回は3月30日（日）

3Fプラネタリウム前
14:00受付開始（16:30受付終了）

1,000円（材料費） 所要時間
40～60分

20名
限定

2月16日（日）

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

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! ※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）

バイレ

カンテ

チケットぴあ0570-02-9999　Pコード433-114

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

「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。

1945年8月、マッカーサーが命じた極秘調査。
そこには、日本の未来を決定づけた知られざるドラマが
あった。

出演：トミー・リー・ジョーンズ、西田敏行　ほか

2012年／105分／   字幕スーパー

1月25日（土）
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）

映画『じんじん』富田林市上映会

※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

2月22日（土）

美輪明宏のロマンティックな世界へようこそ。
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！

構成・演出／美輪明宏
演奏／セルジュ染井アンサンブル

※11時公演を除き、６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
※11時公演は３歳以上有料　※各回入替制、各回限定300名

４Ｆ銀河の間　全席自由

１回券  500円（当日共）
４公演（②～⑤）セット券1,500円（前売のみ）

3月22日（土）

丸ごと１日音楽づけ！お好きな時間にお好きなコンサート！
スゴいよ！生のカンタービレ！体感しにおいで！

3月14日（金）Lコード：51494
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）

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）

スミス都へ行くわが谷は緑なりき

※プラネタリウムをご観覧されない場合でも、料金の返金はできませんのでご了承ください。
※プラネタリウム観覧は３人目より有料でご覧いただけます。（おとな500円、こども250円）

3Fプラネタリウム室
17：00（15分前より会場前で受付します）

2,000円（キット1セット・プラネタリウム観覧2名まで）限定20セット

3月15日（土）

※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席）１４：００

一般  1,000円　  高校生以下  500円（当日各200円増）

2月11日（火・祝）
一般 900円　高校生以下 450円

1/7（火）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

1/25（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

1/7（火）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

1/7（火）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 1/7（火）10:00～

友の会予約 1/7（火）10:00～

１回券  450円　４公演セット券1,350円
友の会予約 1/7（火）10:00～

3月8日（土）
西  岡  沙  樹
（京都市立芸術大学３年）

Lコード ： 53745

1月11日（土）

主催：映画「じんじん」富田林上映実行委員会
後援：富田林市・富田林市教育委員会

2Fホール　全席自由
①10：30 ②14：00 （各回入替制）

一般・シニア 1,000円（当日500円増）
小中高生 800円（当日のみ）

『だいじょうぶだよ』と絵本がいった
絵本の里がつなぐのは、心やさしい人びとの無償の愛。
大地に染みわたる親子の絆。（129分）

出演：大地康雄、佐藤Ｂ作、村田雄浩　ほか

組立キットには三脚は附属していません。三脚取付用ネジ穴はありますの
で、三脚をご持参頂くと、観察がしやすくなります。

©Fellers Film LLC 2012 ALLRIGHTS RESERVED

協力／大阪音楽大学
協力／鈴木弦楽器

Lコード ： 56013

※５歳以上有料（４歳以下の膝上鑑賞は無料、ただし座席が必要な場合は有料。）　※都合により出演者が変更になる場合がございます。4月6日（日） 3,000円（当日300円増） 2,800円 友の会予約 1/18（土）10:00～

共催／㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー

16:30 ２Fホール　全席指定

『Welcome to great music festival！』公演時間
（各15分前開場）

11：00～11：30

13：00～13：45

14：30～15：15

16：00～16：45

17：30～18：15

1

2

3

4

5

【公演スケジュール】

公  演  名 出  演  者 予 定 曲 目

ご家族で楽しもう！
ドリームコンサート

打楽器コンサート

金管五重奏コンサート
marzoブラスクインテット

オペラティックコンサート

「ＪＯＹ ＳＰＲＩＮＧ ＣＯＮＣＥＲＴ」
ＯＣＭ ＪＡＺＺ ＱＵＩＮＴＥＴ

松田 ひろ子、大阪音楽大学短期大学部
ミュージカル・コース学生

角　武、金原 俊、辻 翔太郎
野﨑 智美、二村 有香

茶屋 淳子、髙木 宏之、西 陽子
松下 浩之、濱地 洋伸

北野  智子、松澤  政也、吉田  衣里、
晴  雅彦(ご案内)

河村 直樹、古山 晶子、木畑 晴哉
木村 知之、白倉 千春

ドレミのうた
夢をかなえてドラえもん　ほか

スカルプチャー イン ウッド
虹の彼方に　ほか

「サウンドオブミュージック」より、
フレールジャック　ほか

「メリーウィドウ」「トスカ」
「ドン・ジョヴァンニ」より　ほか

JOY SPRING
UP JUMPED SPRING　ほか

1月18日（土）
平間 今日志郎
ピアノリサイタル

完売御礼

残席わずか

※3月はお休みします。

共催／富田林市カラオケ連絡会

1月4日（土）
14:00（開場は45分前）

青空会、カトレアカラオケクラブ、カラ
オケ喫茶トミー、喜志宮旭・縁歌クラブ、
滝谷カラオケ同好会、
虹の会
ニューセイケン友の会
やまびこ

出演／桂文之助
桂南光、桂佐ん吉
豊来家板里（太神楽）

【出演団体】

2,300円（当日500円増）
※当日券（限定枚数）もあります！
※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

フルーツポンチフルーツポンチ

ライセンスライセンス ガレッジセールガレッジセール

デニスデニスはんにゃはんにゃ

ハイキングウォーキングハイキングウォーキング

2,000円


