
プラネタリウムを見よう！

※5月3日（土・祝）は土曜日プログラムでの投映となります。
※当日、会場前券売機にてチケットをお買い求めください。

※前半に当日の星空解説があります。

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

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00 「ドラえもん」 「ワンピース」

団体専用 団体専用

団体専用
「さんびきのこぶた」5/17～6/1
「たなばたさま」6/7～7/6

「ドラえもん」
「ワンピース」

平成２６年５月１５日（木）～７月９日（水）
時 間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

投映プログラム

平日月曜日　休館日
5/13（火）ー14（水）番組入替のため
6/29（日）星空シアター開催のため

7/10（木）ー13（日）番組入替及びお天気教室開催のため
9/6（土）お天気教室開催のため

「ドラえもん」 「星空散歩」

約45分

約45分

約40分
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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 !!
ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２

～太陽系のひみつ～
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 !!

私達の住む地球や太陽系は、いつ、ど

うやって誕生したのでしょうか？

彗星や隕石は、どこからやってくるので

しょうか？

ドラえもんといっしょに太陽系のひみ

つを解き明かそう！
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※割引対象は60歳以上

※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください

9月20日（土）

友の会予約 5/17（土）10:00～

2Fホール  全席指定①13:30  ②17:00
一般 4,500円　割引 4,300円

Lコード ： 59014

4,000円（一般・割引共） 5/24（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

真 木 ひでと
（オックス）

三  原  綱  木
（ブルー・コメッツ）

加 橋 かつみ
（ザ・タイガース）

～あの青春をもう一
度2014～土 日祝火・木 水・金時 間

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00 「スター大百科」 「ワンピース」

団体専用 団体専用

団体専用
「ワンピース」
「スター大百科」
「ワンピース」

～平成２６年５月１１日（日）
時 間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00 「スター大百科」 「星空散歩」

土 日祝

美空ひばり

大阪市音楽団
ファミリーコンサート
大阪市音楽団
ファミリーコンサート
大阪市音楽団
ファミリーコンサート

フィルムコンサート

伝説の歌姫 美空ひばりの
名曲を、感動の名シーンとともに
お届けします…

7月26日（土）
2Ｆホール  全席指定13:30

2,000円
Lコード ： 51875

1,800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 5/9（金）10:00～

5/16（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

プラネdeえほん プラネタリウムで絵本を読もう！

3Fプラネタリウム室
参加
無料

10:305月8日（木） 限定
100名

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛 ※6月はお休みします。

協力／富田林市カラオケ連絡会

5月11日（日）
投映終了

新番組

※前半に当日の星空解説があります。

※前半に当日の星空解説があります。

5月15日（木）投映開始

音楽が、はじける、とびだす、あふれてくる！  耳と目とからだで感じる吹奏楽コンサート。
参加コーナーもありますので、ご家族お揃いでお楽しみください。
  11時の部は乳幼児向け  、 14時の部は幼児～小学生向け  のプログラムです。

ドームスクリーンに絵本を映し出して読み聞かせ！手遊びのコーナーも
あるよ。

※こどもは３歳～小学生
※２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）

8月24日（日）
２Ｆホール  全席指定①11：00  ②14：00

おとな1,500円  こども1,000円（各当日共）
親子ペア2,300円（前売のみ）※親子ペア券は　　　のみ取扱い

Lコード ： 53091

友の会予約 5/11（日）10:00～

5/18（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

おとな1,350円  こども900円  親子ペア2,000円

<演奏予定曲>
Fun Fun Fantastico！
ミッキーマウスマーチ
ハピネスチャージ・プリキュア！ WOW！
※曲目は変更になる場合がございます。

ボーネルンド製のたまご型
マラカス（タマラカス）を
お子様にもれなくプレゼント！

乳幼児
大歓迎

すばるホール
0721－25－0222

S席 5,000円
A席 3,000円
B席 2,000円（2階席）

1階 3,500円
2階 2,500円

行　事　名 会　場 開演時間 前売料金 主催・お問い合せ先

5
月

書のサロン西端峰苑
0721ー34－3786

ＧＥＰ
080－3115－7806

10:00～19:00
（最終日18:00まで）

    5日（月・祝）

  

  24日（土）

  25日（日）

福島ﾁｬﾘﾃｨｰ展（書と陶芸展） 展示室  無料

富田林市民文化祭民謡大会 銀河の間 10:30 無料

富田林市カラオケ連絡会事務局（米原）
0721－25－7677関西ふるさと演歌ライブ ホール 14:00

IKC岩出和也クラブ
0721－62－50272014年岩出和也スペシャルコンサート ホール 15:00

6日（日）

27日（日）
7
月

すばるホール
0721－25－0222富田林市民文化祭ダンスフェスティバル ホール  無料

すばるホールチケットカウンター 0721－26－2060
協愛株式会社　06－6362－8471 ホール 14:00 1,500円

すばるホール
0721－25－0222富田林市民文化祭ミュージックフェスティバル ホール 16:30 無料

大阪ヒーローＳＰＩＲＩＴＳ 小ホール 12:00 無料

富喜の会  友扇会  刀根幸子
0721－26－0003富喜の会 小ホール 10:30 無料

22日（日）

14日（土）
6
月

竹田恒泰　日本を元気にする講演会
（発売開始：5/11 10時～  初日は電話予約のみ すばるホールで取扱い）

23日（金）      
～25日（日）

1部16:30（予定）2部17:45

『すばる第九シンフォニー』合唱団員募集

練習日時 月2回(11月は毎週)合計17回  原則日曜日 10:00～12:00練習初日は
 6月8日(日)すばるホールにて
練習場所 大阪大谷大学・カトレアホール　又は　すばるホール
合唱指導 斉藤正義(大阪大谷大学名誉教授)、片桐仁美(沖縄県立芸術大学准教授)
参 加 費 7,000円(但し、大学生まで無料)その他、チケット販売に協力していた
 だきます。
問合せ先 すばる第九を歌う会
 (畑中)Tel0721-24-8196、(小宮山)Tel 0721-28-6778
公演情報 12月14日(日)　14:00開演
 管弦楽/南大阪管弦楽団　指揮/上田真紀郎　
 ソリスト/木澤佐江子(S)・橘知加子(A)・茶木敏行(T)・松澤政也(B)
 合唱/すばる第九を歌う会
 曲目/第1部　クリスマスソング3曲、“威風堂々”(いずれも合唱付)　など
 第2部　ベートーヴェン作曲「交響曲第九番」(合唱付)

年の締めくくりとも言える第九の合唱。合唱初心者、経験者、ドイツ語のできる方もでき
ない方も、合唱を通じた一体感を是非感じてみて下さい。

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
□世界が認めたフラメンコギタリスト　沖仁フラメンコギターコンサート
●6月14日（土）　●16：00開演（15：30開場）　●大ホール・全席指定
●4,000円（当日500円増）
●出演：沖 仁 他

□それいけ！アンパンマン　ミュージカル「勇気の花に歌おう♪」
●6月29日（日）  ●①11：30開演（11：00開場）   ②15：00開演（14：30開場）
●大ホール・全席指定  ●2,600円（当日200円増）
※3歳以上同一料金。
　2歳以下は保護者1名につきひざ上での鑑賞可。但し、お席が必要なお子様は有料。

<休館日> 5月12･19･26日（5/3～6は17:30閉館）　6月2･9･16･23･30日

□LICオルガンコンサート「オルガンの名曲で辿る欧州の旅」
●5月31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：山本真希（りゅーとぴあ専属オルガニスト・相愛大学講師）
●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
□スペシャルオルガンコンサート第5弾「トランペットは天使の楽器」
●6月21日（土）　●15：00開演（14：30開場）　●1階 ホールM・全席指定
●前売 2,000円（当日500円増）  
●出演：菊本和昭（NHK交響楽団首席トランペット）／土橋薫（オルガン）／久保田真矢（オルガン）
※未就学児入場不可

イベントカレンダー

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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※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 0/00（0）
初日は電話
予約のみ

一般発売
00：00～



鈴木孝紀クインテット with ツインボーカル SWING JAZZ in 富田林

新屋英子一座2014演劇公演 「風の狩人」 劇団東少ミュージカル「アルプスの少女ハイジ」

ワライナキ  プラネタリウムコンサートⅢ お天気教室 in プラネタリウム

※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

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「イノベーター」
（ローズマリー・レモン・パチュリーをブレンド）

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

チェロの木（偕成社） 作・絵：伊勢英子

奥田なな子 藤田千代美

作：西内ミナミ　絵：堀内誠一　福音館書店

6月21日（土）

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

林修講演会  いつやるか？ 今でしょ！

人形劇団クラルテ「ぐるんぱのようちえん」

すばる映画祭
～Film Collection ～

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！～

制作／クエール企画

※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）

5月31日（土）

9月15日（月・祝）

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）

Lコード ： 53767

※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

6月21日（土）
２Ｆリハーサル室  全席自由（限定80席）17：00

一般 １,０００円　高校生以下 ５００円（当日各２００円増）
Lコード ： 52456

※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  全席指定14：00

おとな 2,000円  こども 1,000円（当日各2００円増）
親子ペア 2,500円（当日３００円増）

Lコード ： 52447

〈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

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

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

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

出演：笑福亭鶴瓶
　　　笑福亭銀瓶
　　　桂阿か枝
　　　ラッキー舞（太神楽）

「身世打鈴」などの一人芝居や映画・テレビドラマで大活躍の富田林市在住の女優・新屋英子さんとオーディションで選ば
れたアマチュアキャストで贈る感動のステージ。

歌とダンスと芝居で構成する本格的なファミ
リーミュージカル「アルプスの少女ハイジ」
こどもの心にひろがる愛と友情の物語をお楽
しみください。 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１０回目となる今回は、深い精神性に満ちた宇宙の鳴動「バッハ」、おおき
な季節のめぐりの中でつらなっていくいのちの詩「チェロの木」。チェロの独
奏と水彩画、そして朗読をお楽しみ頂きます。

ぐるんぱは、人の役にたちたくて、いろんなものをつ
くります。だけどぞうのぐるんぱのつくったビスケッ
トやお皿やピアノなどはとてつもなく大きなもので失
敗ばかり。どうなるのかな？
原作は1966年初版の名作ロングセラー絵本です。

クラリネット＆ビブラホンのフロント編成によるスイングジャズを再現。
スイングバンドの軽やかなサウンドに載せて男女の“ツインボーカル”を
お楽しみください。小粋なスイングと色彩感豊かなツインボーカルの世界
にご案内します。

2013年／120分

©2013「そして父になる」製作委員会 ※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

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）

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）

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）

心の旅路 グレンミラー物語 イヴの総て

8月2日（土）

嘉門達夫  関西５５ツアー
GO！GO！

5月25日（日）

生誕55周年を記念し、地元関西で待望のツアー決定！！
「アホが見るブタのケツ」・「鼻から牛乳」・「ハンバーガーショッ
プ」や大人の皆さんに聴いてほしい、新作「笑う門に福来たる」
などを披露！

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

※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。

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）
一般4,500円  小中学生2,500円

おとな 1,800円  こども 900円
親子ペア 2,250円

すばる寄席  笑福亭鶴瓶落語会

6月15日（日）
２Ｆホール 全席指定
14：00

3,500円 3,200円

制作／三栄企画

※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
※補助席が完売した場合、当日立見券
 （3,000円）を窓口にて販売します。
 （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）

笑
福
亭
鶴
瓶

補助席のみ

6月29日（日）
3Ｆプラネタリウム室  全席自由（限定170名）15:00

2,500円（当日300円増）
Lコード ： 59823

2,300円 ※4歳以上有料、3歳以下の膝上鑑賞可（但し、座席が必要な場合は有料）

8月3日（日）
一般  2,000円　中学生以下  1,500円（当日各500円増）

2Ｆホール  全席自由14:00

※詳細は次号のすばるニュースでお知らせします。

友の会予約 5/6（火・祝）10:00～

一般  1,800円　中学生以下  1,350円
友の会予約 5/31（土）10:00～

5/7（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～ 5/3（土）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

5/31（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

6/7（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～ 5/7（水）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

おとな 1,000円　こども（中学生以下） 500円（各当日共）　親子ペア 1,350円（前売のみ）
※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

３Ｆプラネタリウム室  全席自由（限定各１７０名）14:00 Ｌコード ： 7/13 59392 ・ 9/6 59394

星空シアター

作・演出／鶉野昭彦

南河内JAZZフェスティバル2014  ～あなたのまちジャズ～

ニュース番組でおなじみの気象予報士が、気象に関するテーマについて楽しくお話しします。暮らしに役立つお天
気について、知って得する情報がいっぱい。前半には、プラネタリウムでホールスタッフによる当日夜９時の星空解
説をお楽しみいただきます。

7月13日（日）
講　師／片平　敦
（関西テレビ「スーパーニュー
スANCHOR」出演中）
テーマ／
「天気を使った夏休み
の自由研究」　

9月6日（土）
講師／岡村 真美子
（NHK総合「ニュース７
（平日）」出演中）

テーマ／「お天気
キャスターのお仕事」

2013年公演

主催／南河内文化会館ネットワーク委員会　後援／FM OSAKA　南海電気鉄道株式会社　協力／NPO法人 関西ジャズ協会

一般  ２，０００円（当日３００円増）　ペア券  ３，８００円（前売のみ）　６公演セット券  ９，０００円（枚数限定）
各ホール窓口　　ローソンチケット【Ｌコード 各館共通56889　セット券56888】
　　　　　　　　チケットぴあ【Ｐコード 各館共通227-351　セット券780-828】0570-02-9999
　　　　　　　　イープラス http://eplus.jp  ＣＮプレイガイド 0570-08-9999

※１ソフトドリンク付　※友の会はすばるホール公演のみの取り扱いです。　※ペア券は前売りの販売のみとなります。
※６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。

2Ｆ小ホール  全席自由16:00 友の会予約 5/2（金）10:00～

■ 南河内ＪＡＺＺフェスティバル２０１４スケジュール
予定曲目／ Let's  Dance・Memories  Of  You・SingSingSing　他

出演／鈴木孝紀（Cl）、市川拓平（Vib）、石田ヒロキ（Pf）、光岡尚紀（B）
　　　東　敏之（Dr）、藤田俊亮（Vo）、三田裕子（Vo）

７月５日（土） １６：００ 生田幸子ピアノトリオ 懐メロジャズ in大阪狭山
（SAYAKAホール）

７月19日（土） １６：００ 「Jazz Giants－ジャズの巨人－」ライブ in羽曳野
（LICはびきの）

8月23日（土） １６：００ 「スタンダード&J-POP70’sセレクション」Jazz in河内長野
（ラブリーホール）

9月6日（土） １６：００ Make Jazz Orchestra ジャズライブ in松原
（松原市文化会館）

9月20日（土） １６：００ POPS ＆ ビートルズ JAZZ in藤井寺
（パープルホール）

鈴 木 孝 紀（Cl） 藤 田 俊 亮（Vo） 三 田 裕 子（Vo）

（ 出 前 授 業 ）

すばるホール の アウトリーチ活動すばるホール の アウトリーチ活動すばるホール の アウトリーチ活動すばるホール の アウトリーチ活動すばるホール の アウトリーチ活動
すばるホールでは富田林市内の小学校4年生を対象に、プロの演奏家によ
るアウトリーチ（出前授業）活動を行っています。25年度は、14校31クラス
884名に間近で演奏や楽器説明などを聞いたり楽器の体験も行いました。
また、すばる音楽祭（3/22公演）の一環として市内８中学校の吹奏楽部に大
阪音楽大学の指導者を講師として招き、クリニックを行いました。

今 井 ゆうぞう
（セバスチャン）

青  木  梨  乃
（ハイジ）

大  沢  逸  美
（ロッテンマイエル）

出　演：劇団東少
ゲスト：青木梨乃、大沢逸美、
　　　　今井ゆうぞう（NHK教育テレビ
　　　　　 『おかあさんといっしょ』10代目歌のおにいさん） 出演／チェロ独奏　奥田なな子　　朗読　藤田千代美（関西芸術座）

予定演目 J.S.バッハ チェロ無伴奏組曲第1番
 いせ ひでこ 絵本「チェロの木」朗読
 J.S.バッハ チェロ無伴奏組曲第5番
 パブロ・カザルス 鳥の歌

とんだばやし演奏家協会

私の街でクラシックVol.10   チェロの木
～木は見たり、聞いたりしてきたことを、歌ったのかもしれない、楽器になって・・・・・ 子どもに大人気！「ぐるんぱのようちえん」が人形劇に！

クラルテ新作初公演。

一般 ９００円　高校生以下 ４５０円 友の会予約 5/7（水）10:00～

7月18日（金）
おとな  ２,０００円　こども  １,０００円（当日各100円増）　親子ペア ２,６００円（当日200円増）

2Ｆホール  全席指定（１階席のみ）15:00 Lコード ： 52446
人形劇団クラルテ 06-6685-5601

※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）

おとな  １,８００円　こども  ９００円　親子ペア  ２,３４０円 友の会予約 5/8（木）10:00～

5/10（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

2月19日 新堂小学校 3月12日 彼方小学校

すばるイブニングコンサート

矢 野 百 華
（京都市立芸術大学２年）

5月17日（土）

太 田 糸 音
（帝塚山学院中学３年）

6月  7日（土）

完 売 御 礼

1月22日 富田林小学校 3月19日 伏山台小学校

友の会予約 5/31（土）10:00～


