プラネタリウムを見よう！

プラネタリウム番組・大型映像番組

割引クーポン

450 円
225 円

おとな 500 円
こども 250 円

プラネタリウム番組

オーロラ

投映プログラム
水・金

「ドラえもん」

15:00

「ライフ」

土

時 間

日祝

11:00

「ドラえもん」

13:00

「ライフ」

14:30

「オーロラ」

16:00

約40分 ※前半に当日の星空解説があります。

©佐賀県立宇宙科学館

か？
すい せい

観覧料

（こどもは 4 歳以上、中学生以下）

休止日

平日月曜日
（休館日、祝日の場合は開館）
12月23日
（火・祝） 星空シアター開催のため
12月29日〜1月3日 年末年始休館のため

3日（月・祝）
9日（日）

11
月

14日（金）
16日（日）
22日（土）
23日（日）
24日（月・祝）
29日（土）

12
月

13日（土）

事

名

たいようけい

ドラえもんといっしょに太陽系の
と

場

開演時間

市民舞踊会

第29回マイウェイコンサート 魅惑のタンゴ
2014とんだばやし人権フェア

ホール

11月10・17日

会場

前売料金

チケット販売所

すばる友の会前売料金

（初日は電話予約のみ受付、
10:00開始）

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）

14:30

銀河の間

10:00

無料

10:00

無料

（当日各500円増）

ひみつを解き明かそう！
※前半に当日の星空解説があります。

約45分

富良野GROUP公演2015冬

夜想曲−ノクターン

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
©JAXA 提供 Courtesy NASA/JPL-Caltech

作・演出：倉本 聰

BBC史上最大規模のネイチャードキ
ュメンタリー映画がジャイアントスク
リーン版として生まれ変わりました。
ナビゲーターは、
松本幸四郎 松たか子

平成27年

約40分

12月28日（日）投映終了

©BBC EARTH PRODUCTIONS[LIFE]LIMITED MMXI.ALL RIGHTS RESERVED.

主催・お問い合せ先

マイウェイ福祉の会後援会 事務局 茶弘
050−7100−0609
富田林市人権政策課
0721−25−1000
（内472）
富田林商工会 青年部
0721−25−1101

すばる交響楽団 第23回定期演奏会
楽しくクラシック♪初めての方もきっとご満足♪

11月2日（日）
13：3０

予定曲目／威風堂々 第１番、
パッヘルベルのカノン、凱旋行進曲より 他
賛助出演：富田林高校ももせ合唱団

２Ｆホール 全席自由

主催・お問い合わせ：すばる交響楽団

「北の国から」
「風のガーデン」などのドラマ脚本で知られた倉本聰が、東日本大震災以降、東北被災地
へ幾度も足を運び、現地の方々との交流、取材を重ね、
３年かかって創り上げた新作舞台。
倉本 聰さんが主宰していた富良野塾の出身者による演劇集団「富良野ＧＲＯＵＰ」のメンバーが出演。
東日本大震災発生から数年後の３月１１日
原発事故避難区域となった海に程近い一軒家に、津波で二人の娘を亡くした主人公の男と、津波で同
僚を亡くした新聞記者が忍びこむ。
原発事故以来、時が止まったままのその家にあるのはほこりをかぶったピアノ、そして、地震で倒れた
３体のピエロの彫刻。
彼らはその家で、同じように津波で父親を亡くした彫刻家の女と出会い、互いの震災体験を語り合う。

1月25日（日）

①13：0０ ②17：00
２Ｆホール 全席指定

一般発売

11/11（火）
10：00〜

予約のみ
Lコード：53153
1階席 5,500円
2階席 5,000円（各当日500円増）
※2階席は

平成27年

友の会予約 11/7（金）10:00〜
※未就学児の入場はご遠慮ください。

協力／富田林市カラオケ連絡会

TEL 090−8376−2801

11月22日（土）
18：0０（開場は１時間前）

第１部
第２部

中国琵琶 エンキ
二胡 陳頤（ちんい）
いずみ太鼓 皷聖泉（こせいせん）

２Ｆホール 全席自由

『夜想曲 −ノクターン』
チケットご購入の方に特典!!

Merry Christmas!

一般 ２,０００円 小中高 １,０００円

だ ん ぱく

催し予定：各地区の祭り展示、仁輪伽、水引幕の展示および講演会、曳唄公演、
地車彫刻実演、青年団対抗綱引き大会のビデオ上映及び表彰式、
ビンゴ大会 他

11月30日（日）

３Ｆ展示室

他

入場無料

主催・お問い合せ：だんぱく実行委員会 090-8194-8953（お問い合せは18：00〜21：00でお願いします）

（先着20名様を予定）
「夜想曲」チケットをご購入の方を対象に、演劇ワークショップを開催いたします！
詳しい応募方法は、すばるホールホームページをご覧ください！

企画：㈱長良プロダクション 制作：㈱エイ・アンド・エイ
制作協力：㈱長良ファミリークラブ
後援：㈱徳間ジャパンコミュニケーションズ

主催・お問い合わせ：国際社会福祉・文化交流事業促進会 社会福祉法人 桃花塾 0721−23−2076

南河内地車博覧会2014

助成／一般財団法人地域創造

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

１,０００円（当日２００円増）

心と心のふれあいコンサート 〜響け・みんなの願い〜

2月14日（土）

２Ｆホール 全席指定
Lコード：59485 Pコード：439-500 チケットぴあ 0570-02-9999 CNプレイガイド 0570-08-9999 e+ http://eplus.jp
一般 ３,０００円（当日500円増） 高校生以下 １,８００円（当日500円増） ペア券 ５,５００円（前売のみ）
トリプル券 ８,０００円（前売のみ、すばるホールチケットカウンターのみ） ダブルペア券 １０,０００円（前売のみ、すばるホールチケットカウンターのみ）
一般 2,700円 高校生以下 1,500円 ペア券 5,000円 トリプル券 7,200円 ダブルペア券 9,000円

１5：
００

のみ取扱い

5,000円

第18回 国際社会福祉・文化交流事業

10：00〜19：00

12月1・8・15・22・29〜1/3（年末年始休館） ※12/28.1/4は17:30閉館

00：00〜

〜いのちをつなぐ物語〜

入場無料

大人3000円
小人・障がい者2,000円

一般発売

0/00（0） すばるホールでの各発売初日は電話予約のみ受付
初日は電話
（10：00 開始）
予約のみ

あ

すばるホール芸術文化助成事業
前売料金

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

友の会予約 すばる友の会先行予約開始日

初日は電話

ホール

ホール
（富田林商工会青年部） 小ホール
23日（火・祝） 第9回クリスマスチャリティコンサート

< 休 館日>

11:00

開演

ライフ

すばるホール
0721−25−0222
（稲田和恵）
第18回くれよんピアノ音楽教室発表会
小ホール
10:00
入場無料 くれよんピアノ音楽教室
090ー7111ー8089
七田チャイルドアカデミー金剛教室
七田チャイルドアカデミー金剛教室・羽曳野教室発表会 銀河の間
11:00
無料
0721−40−0077
男声合唱団メンズコア富田林 高井義
ふれあいコンサート
小ホール
13:30
無料
0721−24−8279
花岡小夜香
ﾌﾟﾃｨﾌｨｰﾕﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ第29回発表会「ﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ〜全幕〜」 ホール 13:30（予定）
無料
090−8539−2912
富田林市高齢介護課
とんだばやし認知症市民フォーラム
銀河の間
14:00
無料
0721−25−1000
（内183)
山田邦子
ピアノコンサート
銀河の間
12:30
無料
0721−28−6663
DF 黒崎絹子
舞来人Vol.6
ホール
13:30
500円
090−9617−9547
劇団つつじ満開座
劇団つつじ満開座「あかね雲、ある家族とエンディングノート」 小ホール
14:00
無料（要整理券）
090−3262−2503

富田林市民文化祭

表示の
見かた

大型映像番組

12月28日（日）投映終了

会

S U B AR U NE W S

いん せき

るのでしょうか？

イベントカレンダー
行

11&12

彗星や隕石は、
どこからやってく

約40分 ※前半に当日の星空解説があります。

※11月15日
（土）、12月6日
（土）
は全番組字幕付での投映を実施します。
※当日会場前券売機にてチケットをお求めください。

2014.

November & December

ホール

たい よう けい

たんじょう

月の満ち欠けの仕組みや暦の話、地
球からの距離や大きさの比較、
月の生成、誕生の歴史のお話です。
ぜひ、一度月のことを学びませんか。

おとな 500 円 こども 250 円

ち きゅう

つ、
どうやって誕生したのでしょう

THE ＭＯＯＮ
月のふしぎ

大型映像

す

私達の住む地球や太陽系は、い

プラネタリウム番組

「THE MOON」 「星空散歩」

プラネタリウム

わたしたち

影絵作家 河野里美（富田林市出身）
〜プロフィール〜
大阪芸術大学芸術学部映像学科
卒業後、2005 年より、独自で
カラー影絵の創作活動を開始。
個 展 等 で 新 作 を 発 表。そ の 他、
広告・映像制作・ワークショップ
等で活動中。
ＨＰ：http://www.ﬂonﬂons.net

平成２６年12月28日
（日）
まで
火・木

〜太陽系のひみつ〜

自然が織りなす光のアート、オー
ロラ。オーロラは気まぐれで、同
じ色・同じ形は二度と現れません。
この番組では、「夜空を彩る光の
ダンス」を満喫し、さらに、オー
ロラの不思議にも触れていただけ
ます。

有効期限日／平成 26 年 12 月 21 日

時 間

ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２

夜空を彩る光のダンス

※1 枚で 1 番組 4 名様までご利用可
※他割引との併用は不可
※会館受付又は会場受付にご提示ください。

News

プラネタリウム番組

てらおはるかの写真展

フローデ・フェルハイム（Frode Fjellheim）＆
ヒルデグン・オイセット（Hildegunn Øiseth）

冬のラップランドの風景とフィンランドの静かなクリス
マスのようすを写真で紹介します。

開 催 決 定 ！
平成27年2月15日
（日）

モーニング娘。
OGコンサート

（仮タイトル）

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

LIC はびきの
□LICオルガンコンサート「風琴人声、秋思吟詠」〜風と人 秋を思い詠を吟ず〜
●11月8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：堀江光一
（オルガン）
/堀江美穂
（ソプラノ）
※未就学時入場不可

□オルガンと一緒に LICクリスマスファミリーコンサート
「クリスマスにすてきな楽器のプレゼント！」〜楽器の女王と雪の女王〜

●12月13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）
（当日各500円増）
※3歳以上有料
●出演：土橋薫（オルガン・企画）/畑田弘美（ソプラノ）/矢田部知子（打楽器）/沼田葉子・松永京子（ソプラノ）

SAYAKA ホール
□ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団＆森麻季

●11月30日
（日） ●14：00開演 ●大ホール・全席指定 ●前売 S席 5,000円 A席 4,000円（当日各500円増）
●出演：
ドレスデン国立歌劇場室内管弦楽団 森麻季
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。 ※すばるホールではS席のみの販売

□さやか寄席

吉弥よね吉二人会

●1月12日
（月・祝） ●14：00開演 ●小ホール・全席指定
●前売 一般2,500円
（当日500円増） ●出演：桂吉弥、
桂よね吉、
桂弥太郎
●チケット発売日 11月8日
（土） ※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。

ラブリーホール
□シネマdeラブリー「武士の献立」

●11月25日
（火） ●①１１
：
００ ②１４
：
３０ ③１９
：
００
（開場は各回上映開始の30分前） ●大ホール・全席自由
●一般 前売１,０００円（当日200円増）中学生以下、60歳以上、障がい者の方とその介護者１名 ９００円（当日共）

□ＢＥＧＩＮ コンサート 2014−2015

●1月31日
（土） ●17：30
（16：45開場） ●大ホール・全席指定 ●発売日 11月29日
（土）
●一般（高校生以上）６,５００円 小中学生チケット 1,000円 【立見券】一般（高校生以上）５,５００円 小中学生チケット 1,000円
※未就学児童は膝上無料。但し、
お席が必要な場合は小中学生チケットが必要です。
※立見券はラブリーホールのみの販売となります。

〜保田圭・石川梨華・吉澤ひとみ・新垣里沙〜

…………… チケット専用 ……………

0721 - 26 - 2060
チケット専用電話の受付時間
【チケット発売について】

9:00〜21:00

オーロラと森の国から北欧のクリスマス

すばるホールでの各発売初日は電話予約のみ受付

「アナと雪の女王」の
オープニング曲
【ヴェリィ】
の作曲者が来日！

（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。

公演以外のお問い合せ

0721-25-0222

FAX

0721-25-0550

【すばるホールH.P】http://subaruhall.org/

※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。

チケット販売所

出演／フローデ・フェルハイム（Frode Fjellheim)（ボーカル、キーボード）
ヒルデグン・オイセット（Hildegunn Øiseth）
（角笛、
トランペット）
【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。

（※販売所によりお取り扱いしていない公演がございます）

すばるホール
（チケットカウンター） 0721-26-2060

SAYAKAホールチケットカウンター 072-365-9590

ローソンチケットLコード予約TEL

0570-084-005

LICはびきの
（チケット専用）

072-950-5504

喫茶コンゴー
（富田林市役所内）

0721-25-1000

エコール・ロゼ（代表）

0721-28-4110

ニシバタ楽器・千代田センター

0721-53-2480

ラブリーホール

0721-56-6100

※「ヴェリィ」以外の アナと雪の女王 の曲は演奏しません。あらかじめご了承ください。

12月23日（火・祝）
18:00

※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）

協力 ノルウェー王国大使館 後援 スカンジナビア政府観光局 関西日本・フィンランド協会

石川梨華

吉澤ひとみ

新垣里沙

寺尾 悠（てらおはるか）

演奏予定曲：ヴェリィ、キリエ、
ヨイクの即興曲、北欧の伝統曲、
Ｆ.フェルハイムの自作曲

3Fプラネタリウム室 全席自由（限定170名）
Lコード：58538
一般 2,500円 大学生以下 1,500円（当日各5００円増）
一般 2,300円 大学生以下 1,400円

保田圭

期間

12月2日（火）〜25日（木）

3Fプラネタリウム室前

京都工芸繊維大学卒業後イベント企画
会社にてグラフィックデザイナー、
プラン
ナー、
アードディレクターとして勤務。
2012〜14年にかけて２度フィンランド
に渡り、
アートスクールにて子どもたち
に日本文化を伝える活動をする。
2013年よりフリーランス、
グラフィックデ
ザイナーとして活動をはじめる。
2014年10〜12月、
京都にて初の個展
「Haruka Terao フィンランド写真展」
開催中。
関西日本・フィンランド協会会員

詳細は決定次第、すばるホールホームページに掲載します。

桂文之助独演会

すばる寄席

DJプラネタリウム Ride on ORION Express!!

平成26年正月の襲名記念独演会で大好評を博した富田林市在住の桂文之助が平成27年も新春の初笑いをお届けし
ます。

内海英華
（女道楽）

平成27年

2,300円（当日500円増）

４Ｆ銀河の間 全席自由
Lコード：59241
2,000円

11/9（日）
10：00〜

平成27年

2 8

２Ｆホール 全席自由
①10:00 ②14:00
（当日各5００円増）
おとな 1,600円（中学生以上） こども 1,100円（3歳〜小学生）

予定演目
Silent Night[合唱付] We Wish You A Merry Christmas[合唱付]
エルガー/威風堂々[合唱付] ベートーヴェン/交響曲第９番[合唱付]

12月14日（日）

アルト／橘知加子

テノール／茶木敏行

11月8日（土）〜9日（日）

ヘンデル/メサイヤより
「ハレルヤ」[合唱付]

2Ｆホール 全席自由
14:00
1,000円（当日２００円増）
９００円

2F小ホール

入場無料

Lコード：58521

SUBARU CLASSIC SALON

ピアノ ファンタジーVol.２

8日
（土）

9日
（日）

①

①

９
：
３０ 金剛高校

② １０
：
４０ 大阪国際大和田高校

③ １１
：
５０ 狭山高校

③ １１
：
５０ 関西福祉科学大学高校

④ １３
：
５０ 松原高校

④ １３
：
５０ 東百舌鳥高校

生熊

茜

小嶋

稜

（京都市立芸術大学）

制作協力：株式会社東音企画

南

杏 佳

プラネdeえほん

初日は電話
予約のみ

プラネタリウムで絵本を読もう！

平成27年

1月31日（土）

福 田 優 花

（京都市立京都堀川音楽高等学校３年）

2014堺国際ピアノコンクール一般部門第１位

2013全日本学生音楽コンクール大阪大会第１位

[演奏予定曲]
ショパン：
ポロネーズ第7番変イ長調
Op.61 「幻想ポロネーズ」
ラフマニノフ：
ピアノソナタ第2番変ロ短調
Op.36（1931年改訂版）より 他

Lコード：56047
17:00（開場は45分前）

１Fレストランすばる 全席自由（限定各50名）
制作協力／株式会社東音企画

11月25日（火）〜12月25日（木）
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2階ロビ
ーをクリスマスムードいっぱいに
演出します！

参加受付中

すばるクリスマスツリーコレクション参加団体募集

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。

募集定員
参 加 費

のみ取扱い

600円（当日200円増）※１ドリンクつき

500円

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ） ※曲目は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

黄色いリボン

12月11日（木）
3Fプラネタリウム室 全席自由
10:30（開場は15分前）

12団体
無料（ツリーに飾り付ける装飾は各自でご用意ください。
ツリーはすばるホールで用意します。）
すばるホールに備え付けの応募用紙に必要事項を記入し、
11月15日（土）までにすばるホールへ。
メール（oubo@tondabayashi-culture.org）
FAX（0721-25-0550）での応募も可能です。
※応募用紙はホームページからダウンロードできます。
（http://subaruhall.org/）

限定
100名

協力／ NPO法人ふらっとスペース金剛

参加
無料

高橋優

LIVE TOUR 2014-2015
完売
御礼 「今、そこにある明滅と群生」

11月29日（土）

完売
御礼

完売
御礼

1月16日（金）

Lコード：59828

平成27年

名匠ビリー・ワイルダー監督が、虚構と現実を巧みに交じえ、往年のハリウッド女優と売れない脚本家の愛憎
劇を描いたハリウッド内幕映画の傑作。
（1950年/アメリカ/110分/モノクロ/字幕スーパー）

500円（当日共）

450円

プラネタリウム特別投映

12月20日（土）

星空アロマ

スノードーム
制作体験

11月23日（日）
すばるイブニングコンサート
原 田 莉 奈

11月15日（土）

18:00（開場は15分前）
500円（当日共）

3月20日（金）

Lコード：59833

「アパッチ砦」
「リオ・グランデの砦」の間に位置するフォードの 騎兵隊３部作 の第２弾。登場人物の細やか
な心情描写が冴え渡る逸品。
（1949年/アメリカ/103分/カラー/字幕スーパー）

※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。

80名
限定

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…

11月13日（木）

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。飾られた個性的なツ
リーは、すばるホール２階ロビーに展示します。

申し込み

※

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

Lコード：55299
友の会予約 11/16（日）10:00〜

すばるクリスマスツリーコレクション

（大阪府立夕陽丘高等学校音楽科２年）

[演奏予定曲]
メンデルスゾーン：
厳格なる変奏曲ニ短調 Op.54
ロンド・カプリチオーソ：ホ長調 Op.14
「無言歌集」より数曲 他

3Fプラネタリウム室 全席自由（限定各80名）

10：00〜

後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

すばるイブニングコンサート

1月17日（土）

平成27年

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
※富田林市在住・在学の中学生以下先着50名を無料招待いたします。
（すばるホールまでお申し込みください。ただし、保護者（有料）の同伴をお願いします。）

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

平成27年

10:00

一般発売

第1部「プロコフィエフ作曲 ピーターと狼 」において今野尚美さんと共演してくださる方を募集します。公演チケットを購入いただいた方であればどなたでも応募できます。
応募用紙（ホームページからダウンロード可）
に必要事項を記入のうえ、
すばるホールまでお申込みください。
（締切：平成27年1月16日
（金））

連弾共演者募集！

11月21日（金） Lコード：59824

ピューリッツァ賞を受賞したＨ・リー原作の『ものまね鳥を殺すには』
を映画化。大恐慌時代の南部で起こった事件を
おとなとこどもの２つの視点で描いた社会派ドラマ。 （1962年／アメリカ／129分／モノクロ／字幕スーパー）

11/16（日）

２Ｆホール（１階席限定300席） 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
（東京藝術大学）

サンセット大通り

９
：
３０ 清教学園高校

② １０
：
４０ 精華高校

第一部：今野尚美と一般参加者によるピアノ連弾＆俳優・大月秀幸による朗読
<ロシア>プロコフィエフ／音楽物語「ピーターと狼」 作品67
第二部：生熊茜＆小嶋稜ピアノ・リサイタル
<フランス>ラヴェル:クープランの墓 （生熊）
<ポーランド>ショパン／子守唄 変ニ長調 作品57（小嶋）、シマノフスキ／ ピアノ・ソナタ第3番 作品36（小嶋）
第三部：今野尚美ピアノ・リサイタル
<ドイツ>ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第24番 嬰ヘ長調 作品78 『テレーゼ』
ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 作品57 『熱情』
※曲目は変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください。

今 野 尚 美

※台風の影響により公演日が変更となりました。前日程のチケットをお持ちのお客様はそのままご利用いただけます。

2013年の公演より

⑥ １６
：
１０ 長野高校

3月15日（日）

Lコード：55987
一般 ９００円 高校生以下 ４５０円

出演校及び開演予定時刻

繊細かつ優雅な演奏で深い音楽性を表現する今野尚美と、全国トップクラスの学生ピアニストが繰り広げるすばるイブニングコン
サートの出演者が共演。ヨーロッパの作曲家の作品を巡る「ヨーロッパ・ピアノ紀行」をテーマにピアノの名曲をお贈りします。

平成27年

1月25日（日）

すばるワンコインシネマ

※開場は開演予定時刻の各10分前
※上演開始時刻は遅れる場合があります。
※上演の都合上、途中入場をご遠慮いただくことがございます。

※満員の際は立ち見となる場合があります。ご了承ください。

予定演目
ドップラー/ハンガリー田園幻想曲
ドヴォルザーク/ソナチネ
ポルムベスク/望郷のバラード 他

〜あの名作の感動をスクリーンで、もう一度！〜

⑤ １５
：
００ 河南高校

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）

出演／長山慶子（フルート）
奥田章子（ヴァイオリン）
坪本佐智子（ピアノ）

坪 本 佐智子

※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。

※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）。

アラバマ物語

指揮／上田真紀郎 管弦楽／南大阪管弦楽団 ソプラノ／木澤佐江子
バリトン／松澤政也 合唱／すばる第九を歌う会

奥田章子

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）

Lコード：53451
おとな １,４４０円 こども ９９０円

第64回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会

〜高校生たちのあつい思いが 今、
この舞台に！〜
2012年、精華高校が全国大会進出を果たし、大阪高校演劇の現状を
変えつつあるＨ地区大会。
総勢約100名にのぼる地域の高校演劇部員たちが全力で舞台に挑む！

平成27年

月 日
（日）

高校演劇コンクール

すばる第九シンフォニー２０１４

長山慶子

初日は電話
予約のみ

※「子供」は4歳以上、中学生以下。3歳以下のお子様の膝上鑑賞無料、
座席が必要な場合有料。

制作協力／（株）米朝事務所

※未就学児の入場はご遠慮ください。

身近に気軽にクラシック音楽を…というコ
ンセプトで始まったシリーズコンサート
第１１回目となる今回は、東欧音楽を特集！
哀愁漂う ノスタルジックな雰囲気、
どこか
で聞いたことがある旋律の宝庫、東欧。
なぜ遠く離れた日本人の心に響くのでしょ
うか。

富田林に拠点を置き、日本全国各地は元より海外公演
も数多く行い、テレビでも活躍する劇団カッパ座の等
身大ぬいぐるみ人形劇！

一般発売

①11：00 ②14：00
3Fプラネタリウム室 全席自由（限定各170席）
Lコード：55285
大人 800円 子供 500円（当日各100円増）
親子ペア 1,000円 大人ペア 1,300円（各ペア前売のみ）
友の会予約 11/9（日）10:00〜

1月4日（日）

14：00（開場は45分前）

桂文之助

2月11日（水・祝）

桂米團治

桂二乗

私の街でクラシックVol.11『東欧ノスタルジー』〜ヴァイオリン、フルート、ピアノで紡ぐ郷愁の調べ

しらゆきひめの誕生パーティーが催されているなか、益々美
しくなったしらゆきひめに、嫉妬する妃。いつものように魔
法の鏡に問いかけます。「鏡よ、鏡…世界で一番美しいのは
誰？」そう言うと鏡は「お妃さまより、しらゆきひめの方が
千倍も美しい」と答えるのでした。
恐ろしい魔女であった妃は怒って…。

星と宇宙を自由に駆けめぐり、愛と笑いのスペースロ
マンをみんなで分かちあおう！全国各地に衝撃を与え
てきた、ノリノリで楽しいのに知性とセツナい感動に
もあふれた革命的プラネタリウムライブSHOW。
すばるホール初登場！！
出演：D.J.Stardust 遊星寿々（ゆうせいジュジュ）

平成27年

とんだばやし演奏家協会

劇団カッパ座富田林公演『しらゆきひめ』

〜オリオンエクスプレスに乗って〜

星空シアター

星空観望会 すばるスターウオッチングクラブ
参加者募集
星をみよう！
（すばる、天王星など）
前半にプラネタリウム室での星空解説
後半に屋上で望遠鏡を使った
観望会を行います。

12月21日（日）

3Fプラネタリウム室 全席自由

約40分

協力／ディーヴァアロマセラピースクール

香りのメニュー「シンセリティー」
（ジャスミン・コリアンダー・マンダリンをブレンド）

18：30（開場は15分前）
3Fプラネタリウム室 4F屋上ひろば（定員80名）
おとな 500円 こども（4歳〜中学生） 250円（各当日共）
おとな 400円 こども 200円
※雨天時は、屋内にて別プログラムにて実施いたします。
※小中学生のみでの参加はできません。必ず保護者の同伴をお願いします。

協力／那須香大阪天文台

角渉トリオＪＡＺＺ ライブ レポート
９月２３日秋分の日のこの日、小ホールで「角渉トリオＪＡＺＺライブ」を開
催しました。出演していただきましたピアノ・ベース・ドラム編成の「角渉ト
リオ」は全員大阪芸術大学の現役生です。なかでもピアノの角渉（すみわた
る）さんは、過去にピアノフェスティバルで２度の全国優勝の快挙を達成され
ました。
当日は２００名を超える来場者で会場が満席
に！角さんの迫力のあるピアノ演奏、トリオの
息の合った演奏、さらに角さんのトークで大変
盛り上がったあっという間の９０分でした。
今後もすばるホールでは、地元の若手演奏家の
公演を実施していく予定です。

