
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

開設期間
３月１７日（月）まで
（土・日・祝日を除く、但し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。

消費税法改正に伴う一部料金の改定について
平成２６年４月１日から消費税法の改正に伴い、下記の項目については料
金を改定いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします

　舞台補助技術員人件費、ピアノ調律料、各種看板制作費
（適用時期）
　平成26年4月1日以降のご利用日より（※ご利用日基準となります）

なお、施設及び附属設備利用料金の変更はございません。
詳しくは、お問い合わせください。

綺麗にできたよ！ ジェルキャンドル制作体験会

「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！

※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17：00
3月8日（土）
4,500円（当日共）１階席残席わずか
4,200円

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

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。

※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

プラネタリウムを見よう！

※3/11（火）19:00より仙台市天文台制作の「星空とともに」特別投映を行います。詳細は中面をご参照ください。
※3/29（土）は全プログラム字幕付にて投映します。

※当日、会場前券売機にてチケットをお買い求めください。

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」

「ワンピース」
「スター大百科」
「ワンピース」

「星空散歩」

～3月23日（日）まで
火～金時 間

11:00

13:00

14:30

16:00

春休み期間プログラム 3月25日（火）～4月6日（日）
投映プログラム

平日月曜日　休館日
4/8（火）～10日（木）　保守点検

土曜のみ 日曜のみ
「スター大百科」 「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 !!

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贈りし

ます !!

2月1日（土）に今年度3回目となる「ジェルキャンドル制作体験会」が開催されました。色とりどりのカラーサンド（砂）

を組み合わせ、ガラス細工のオーナメント、ビー玉などを使ってガラスの容器に楽しいオブジェを作り、最後にジェルを

流し込んで固めて完成です！小さなお子さんからご年配の方まで、幅広い方に参加していただき可愛い作品がたくさ

ん出来上がりました。失敗を怖がらない子ども達のデザインはとてもユニークで力強く仕上がっていました。ジェルキ

ャンドルの制作体験をもとにサンドアートなど様々な芸術分野に興味を広げていって欲しいと思います。

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 

※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
※すばる友の会先行発売で予定枚数に達した場合、
　一般発売はローソンチケットのみの取り扱いとなります。
※座席が完売した場合は当日立見券（3,000円）を販売します。
　（2階受付カウンターにて11時～販売、枚数限定、お一人様２枚まで）
※車椅子での観覧をご希望される場合は、お申し込みの際にご相談
　ください。 ※こどもは４歳以上高校生以下

※３歳以下はおとな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）

※親子ペア券は　　　のみ取扱い

２Ｆホール  全席指定
14：00

Lコード ： 53424

6月15日（日）
5月31日（土）

3,500円
3,200円

友の会予約 3/6（木）10:00～

友の会予約 3/29（土）10:00～

２Ｆホール  全席指定15：00

おとな 1,200円  こども 500円（各当日共）
親子ペア 1,500円（前売のみ）

3/23（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

3/30（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

制作／三栄企画

笑福亭
鶴瓶
落語会

笑福亭
鶴瓶
落語会

すばる寄席

ラッキー舞（太神楽）笑福亭銀瓶

桂阿か枝

林 修
講演会
いつやるか？
今でしょ！テレビ・映画・ドラ

マでも大活躍の笑福
亭鶴瓶が、すばるホ
ールに初登場でたっ
ぷり二席! この機会
をお見逃しなく!!

〈プロフィール〉
～林修～
１９６５年　愛知県名古屋市生まれ。東京大学法学部卒。
現在、東大・京大コースなどの難関コースを中心に授業を行
い、抜群の東大合格実績を誇る東進ハイスクール 東進衛
星予備校の躍進に大貢献している。東進のテレビコマ
ーシャルでのセリフ「いつやるか？今でしょ！」より「今
でしょ」は見事2013ユーキャン新語・流行語年間大
賞を受賞!! 
趣味は野球。その他、ＭＬＢやシャンパン、競馬など
と多趣味。
主なレギュラー番組は『ネプリーグ』（フジテレビ系
列）、「クイズ!それマジ!?ニッポン」（フジテレビ系列）など
多数。主な著書『いつやるか？今でしょ！』宝島社、『受験必要論』
集英社、『異端のススメ』宝島社etc

Lコード ： 53767

東進ハイスクール　東進衛星予備校
現代文講師　林修先生

©佐賀章広

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

喫茶コンゴー（富田林市役所内）

0721-26-2060

0570-084-005

0721-25-1000

SAYAKAホールチケットカウンター

LICはびきの（チケット専用）

エコール・ロゼ（代表）

072-365-9590

072-950-5504

0721-28-4110

ニシバタ楽器・千代田センター

ラブリーホール

0721-53-2480

0721-56-6100

□円楽  南光  二人会
●5月17日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定
●3,500円（当日500円増）
●出演：三遊亭円楽・桂南光  他
□平成26年度 さやかミニ落語会・6回シリーズ　第1回「阿か枝のほのぼの落語会」
●4月26日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●大会議室・全席自由
●1,000円（当日200円増）
●出演：桂阿か枝・旭堂南湖・桂華紋

□ドラゴンクエスト　スペシャルコンサート　交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁
●5月5日（月・祝）  ●15：00開演（14：15開場）  ●大ホール・全席指定  ●4,600円
●指揮・お話：すぎやまこういち  ●管弦楽：日本センチュリー交響楽団
●曲目：すぎやまこういち作曲　交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁
※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。　

<休館日> 3月3・10・17・24・31日　4月7・14・21・28日　5月12･19･26日（5/3～6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）
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

□青島広志のおしゃべりクラシック
●3月2日（日）　●13：30開演（13：00開場）　●1階 ホールM・全席指定
●前売 2,000円（当日500円増）　●出演：青島広志（お話・ピアノ）/小野勉（テノール）/大阪交響楽団（弦楽四重奏）
※未就学児入場不可
□LICオルガンコンサート  「私のお気に入り」～My favorite music～
●3月15日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・全席自由
●前売 1,000円（当日200円増）  
●出演：リピエノ（池田伊津美/白川佳那子/冨田一樹/中村歌奈）　●コンサート終了後、オルガンを
間近で見学していただけます　　※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～

金剛むくどり歌謡会25周年記念発表会 小ホール 13:00 無料5日（土）4
月

畠山俊枝
0721－29－1737

行　事　名 会　場 開演時間 前売料金 主催・お問い合せ先

3
月

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 9:30 大人500円  こども無料  9日（日）

12日（水）      
～16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）

大阪府立富田林高等学校吹奏楽部第30回定期演奏会 ホール 14:00 無料30日（日） 富田林高等学校吹奏楽部
伊勢  0721－23－2281

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

大阪府立河南高等学校吹奏楽部第23回定期演奏会 ホール 13:30 無料23日（日） 河南高等学校吹奏楽部
喜田晃司  0721－23－2081

花柳吟明 日本舞踊おさらい会『ザ・りとるあーと』 小ホール 13:00 無料
29日（土）

花柳流吟明の会
代表 花柳吟明 0721－25－7314

富田林市立第二中学校吹奏楽部第8回定期演奏会 ホール 13:30 無料 第二中学校吹奏楽部
0721－24－3202

くれよん絵画教室 稲田良人
090－7111－8089

ＮＡＭＵＥクラシックバレエコンクール大阪 ホール 10:00 2,000円 ＮＡＭＵＥｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴｺﾝｸｰﾙ実行委員会
052－204－0073

20日（木）      
～23日（日） 第6回富田林市工芸協会会員展 展示室 9:30 無料 富田林市工芸協会事務局

山田　逞　0721－51－0940

26日（水）      
～30日（日） 第17回富田林市美術協会展（富美展） 展示室 10:00 無料 富田林市美術協会　

川辺和子  0721－29－6050

  2日（日） 第16回くれよん絵画教室作品展 展示室 13:00 無料

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団
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大阪音楽大学×すばるホール
Welcome to great music festival！  すばる音楽祭2014 とんだばやし演奏家協会

私の街でクラシックVol.9   打楽器でクラシック

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リサイタル

高校演劇大会で凄い舞台を上演する４校が、珠玉の作品を一挙上演！

すばるイブニングコンサート 週末よしもと 爆笑スーパーステージin富田林２０１４ 嘉門達夫  関西５５ツアー

すばる高校演劇祭

※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）

富田林市在住の声楽家が集うオペラティックコンサート！

3/1（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

3/7（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

１回券  450円　４公演（②～⑤）セット券1,350円

協力／大阪音楽大学

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

すばる音楽祭２０１４ 【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

Ｃｏｌｏｒ　Ｌｉｎｅｓ
「打楽器コンサート」

marzoブラスクインテット
「金管五重奏コンサート」

オペラティックコンサート

OCM JAZZ QUINTET
「JOY SPRING CONCERT」

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

⻆ 武、金原 俊、辻 翔太郎、
野﨑 智美、二村 有香

茶屋 淳子(Tp)、髙木 宏之(Tp)、西 陽子(Hr)
松下 浩之(Tb)、濱地 洋伸(Tub)

北野 智子(Sop)、松澤 政也(Bar)、
吉田 衣里(Pf)、晴 雅彦(ご案内)

河村　直樹(Tp)、古山 晶子(T.sax)、
木畑 晴哉(Pf)、木村 知之(B)、白倉 千春(Ds)

「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」「ドン・ジョヴァンニ」
「トスカ」より　ほか

「JOY SPRING」、
「UP JUMPED SPRING」ほか

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。　※曲目は変更になる場合がございます。 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

4月12日（土）
2013ピティナ・ピアノコンペティションG級入選
2012ショパン国際ピアノコンクールinASIA高校生の部京都地区大会金賞

終戦のエンペラー

すばる映画祭 ～ Film Collection ～

※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

3月20日（木）
Lコード ： 53745

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

©Fellers Film LLC 2012 ALLRIGHTS RESERVED

そして父になる
第66回カンヌ国際映画祭審査員賞受賞

5月30日（金）
Lコード ： 51547

６年間育てた息子は、他人の子でした。

出演：福山雅治、尾野真千子、真木よう子
　　　リリー・フランキー　ほか

2013年／120分

©2013「そして父になる」製作委員会

©仙台市天文台

友の会予約 3/1（土）10:00～

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 3/7（金）10:00～

友の会予約 3/13（木）10:00～

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）

スミス都へ行く

5月16日（金）Lコード：53763
1940年代最高の知性派美人女優のグリア・ガースンと
紳士の代表格ロナルド・コールマンの主演による、記憶喪
失に翻弄される男女の愛の行方を描いたラブストーリー。
（1942年／アメリカ／124分／モノクロ/字幕スーパー）

心の旅路

7月18日（金）Lコード：53764
スウィング・ジャズの創始、グレン・ミラーの伝記的映画。妻
ヘレンとのラブ・ロマンスを交え、作曲家として名声を博し
ながらも、突然の飛行機事故で亡くなるまでを描く。
（1954年／アメリカ／117分／モノクロ／字幕スーパー）

グレンミラー物語

9月19日（金）Lコード：53766
イヴの野心と欲望の行方‥‥。マンキーウィッツ監督の見
事な脚本と、名優たちの火花散らす熱演とが融合した演
劇界の内幕物の傑作。
（1950年／アメリカ／138分／モノクロ／字幕スーパー）

イヴの総て

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。500円（当日共） 450円　3Fプラネタリウム室  全席自由  限定各80名10:00

新屋英子一座２０１４出演者募集

東日本大震災追悼  プラネタリウム特別投映

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「スピリッツ」
（ジュニパーベリー・イランイラン・ジンジャーをブレンド）

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

ジュニパーベリー

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

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

モンスターエンジンモンスターエンジン

桜 稲垣早希桜 稲垣早希はんにゃはんにゃ

ハイキングウォーキングハイキングウォーキング

※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）

5月25日（日）

3月21日（金・祝）

3,000円（当日300円増） 2,800円

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

特別投映
字幕付プラネタリウム

プラネdeえほん
プラネタリウムで絵本を読もう！

3月29日（土）のプラネタリウムは
全番組を字幕付で投映します。

3Fプラネタリウム室
参加
無料

10:30

4月10日（木）
限定
100名

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛
※3月はお休みします。

『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

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）

聴覚に障がいをお持ちの方にプラネタリウムを楽し
んでいただけるよう、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！
前半の星空解説も、後半の番組も全編字幕付で投映
します。

生誕５５周年を記念し、地元関西で待望のツアー決定！！

これを逃したら『二度と観ることはで
きない』そんな高校演劇４本を上演
魂を揺さぶる高校生たちの舞台。
高校演劇は今、ここまで凄い！

※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）
3Fプラネタリウム室　全席自由
（定員180名・整理券優先）

19：00（開場は15分前）

入場無料（整理券は電話予約可）3月11日（火）

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。

完売御礼

Lコード ：     51984
チケットぴあ 0570-02-9999
Pコード      435-050
e+  http://eplus.jp/

Lコード ： 59157　チケットぴあ 0570-02-9999
Pコード 560-836　　  ｅ＋   http://eplus.jp
ＣＮプレイガイド 0570-08-9999

GO！GO！

※６歳未満のお子様のひざ上無料。ただし、お席が必要な場合は有料。

※各開演時刻は『予定』です。
前後する場合がありますのでご了承ください。

２Ｆホール　全席指定
16:00

一般 ４,７００円  小中学生 ２,７００円（当日共）

２Ｆホール　全席自由（エリア限定）13:30 入場無料（申し込み不要）

一般4,500円  小中学生2,500円
友の会予約 3/15（土）10:00～

3/22（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

3/7（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

2013年公演より 13：30

14：45

16：00

17：15

各校の作品と開演時刻

東日本大震災から３年。東日本大震災の夜、
大停電の被災地を照らしたのは、
見たこともないような満天の星空でした。
　　　　　　　　　　               「星空とともに」より

淀川工科高校
『寿歌Ⅳ ～火の粉のごとく星に生まれよ～』

佐賀県立佐賀東高校
『グッド  バイ』

大谷高校
『ジャングリラ』

鶴見商業高校
『ちゅうヤン』

「身世打鈴」などの一人芝居でお馴染の富田林市在住
の女優・新屋英子さんと一般募集したアマチュアキャ
ストでつくる「新屋英子一座」は、過去18回すばるホ
ールでオリジナル公演を実施し、来場されたお客様か
ら大好評をいただきました。そこで、来る第19回公演
に向けて新たに出演者を募集します。

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９回目となる今回は打楽器で音楽ってどうやるの？
大きな木琴楽器（マリンバ）を中心に、ベートーベンやお馴染み
の作品、目から鱗が落ちる？作品をお届けします。

応  募  資  格 経験・住所・年齢等は一切問いません。練習に必ず参加できる方、６歳以下の場合は保護者と一緒に参加できる方。
 ※20歳未満の場合は保護者の承諾が必要です
募  集  人  数 約30名
申  込  方  法 「応募用紙（ホームページからもダウンロード可）」に必要事項を記入し写真添付のうえ、２Ｆ受付カウンターまで
　　　　　　　　 お申し込みください。（郵送可）
受  付  期  間 ～４月6日（日）（郵送の場合は必着）
オーディション ４月27日（日）　
練  習  日  程 ５月から土曜日、日曜日を中心に行います。詳細は応募用紙に記載しています。
審　　　　査 幅広いキャストを求めており、演劇初心者も大歓迎です。なお、過去の実績は審査の基準とはなりません。
公　  演　  日 ８月3日（日）２Ｆホール

duo Cosmo (デュオ・コスモ)
西岡まり子、西岡美恵子による打楽器の姉妹デュオ。
親しみ易いクラシックアレンジ作品、子どもの為のアウトリーチコンサート、日本初演作品の演奏などを交えながら、姉妹ならではの息のあった温
かな音色が魅力。これまでに、ラ・フォルジュルネびわ湖の出演やギャラリーコンサートなどを開催し、好評を博す。音楽の美しさ、楽しさ、打楽器の
魅力を体験して戴くコンサートを企画・活動している。

只今、受付中！

０歳から入場できるお子様のためのコンサート！参加コーナーもありますので、ご家族でどうぞ！

珍しい打楽器アンサンブルによるコンサート。リズミカルな音楽の世界をお聴き逃しなく！

金管楽器の織り成す重厚なサウンドが、ブラスファンの心を揺さぶる！

オペラの名曲をラインナップ！晴 雅彦の楽しいナビゲートであなたもオペラの虜に！

音楽祭の締めくくりはジャズ！“春”をテーマにお届けする華やかな演奏をお楽しみに！

松  澤  政  也北  野  智  子 晴　　雅  彦吉  田  衣  里

3/13（木）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

Lコード：53653

5月17日（土）
2012ピティナ・ピアノコンペティションG級入選
2013寝屋川市アルカスピアノコンクール一般部門第1位

Lコード：53654

6月7日（土）
2013ピティナ・ピアノコンペティションＦ級金賞
2013全日本学生音楽コンクール中学校の部全国第1位

Lコード：53663

ベートーヴェン／ピアノソナタ
第11番  変ロ長調  Op.22
リスト／パガニーニによる
大練習曲 S.141/R.3ｂ

［演奏予定曲］
シューベルト／ピアノソナタ
第13番イ長調D.664
ショパン／スケルツォ第4番ホ長調Op.54
ショパン／バラード第4番ヘ短調Op.52

［演奏予定曲］
未定
※ホームページでお知らせします

［演奏予定曲］

発売中

協力／仙台市天文台　和歌山大学

Lコード ： ５４０１６
4月27日（日）

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）

友の会予約 3/7（金）10:00～一般　９００円　高校生以下  ４５０円
※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

スティーブ・ライヒ / クラッピング・ミュージック（拍手の音楽）
ベートーベン / ６つのエコセーズ　童謡メドレー～春のうたを添えて～　など

［演奏予定曲］

出演：duo Cosmo（デュオ コスモ）
　　　西岡まり子 西岡美恵子　による姉妹デュオ

・プラネタリウム「星空とともに」
・東日本大震災被災地360°記録映像の上映
　仙台市天文台が被災者の声をもとに制作したプラネタリム
　作品と和歌山大学観光学部による360°の被災地記録映像
　（震災後２ヶ月～）を特別投映します。
※記録映像は震災から約２ヶ月後の５月以降のものですが、小さなお子様などのご
参加は保護者の方のご説明など、ご配慮いただきますようお願いいたします。ま
た、先に記録映像を投映しますので、プラネタリウムのみご覧いただくことも可
能です。

内容

太  田  糸  音
（帝塚山学院中学２年）

矢  野  百  華
（京都市立芸術大学１年）

南  　  優  希
（大阪府立夕陽丘高等学校音楽科３年）

3月8日（土）
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

西  岡  沙  樹
（京都市立芸術大学３年）

※定員に余裕がある場合、整理券なしても入場可

佐賀東高校演劇部

淀川工科高校演劇部

鶴見商業高校演劇部

大谷高校演劇部

佐賀東高校演劇部

淀川工科高校演劇部

鶴見商業高校演劇部

大谷高校演劇部

残席わずか


