
プラネタリウムを見よう！投映プログラム

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

平日月曜日 休館日（祝日の場合は開館）
12月29日（月）～1月3日（土） 年末年始休館のため
１月２０日（火） 臨時休館日
２月１１日（水・祝） 星空シアター開催のため

©佐賀県立宇宙科学館

ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２
～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。

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

ドキドキ森に天体観測に来た
しまじろう、みみりん、とりっぴい、にゃっきい。
すると空から何かが地球へと落ちてきました。
その正体はなんと彗星！
名前はコメットというそうです。
さっそくコメットと友だちになったしまじろうたち
は、一緒に星空の大冒険へ出かけます。

プラネタリウム

時 間

15:00 「ドラえもん」 「オーロラ」

火・木 水・金

1月4日（日）～3月24日（火）

「しまじろう」 

「ドラえもん」 

「オーロラ」

時 間

11:00

13:00

14:30

16:00 「ドラえもん」 「星空散歩」

土 日祝

約45分

すい せい      いん せき

けい                               と         あ

たいよう

たんじょう

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！

プラネタリウム番組プラネタリウム番組

※3月21日（土・祝）は土曜日プログラムで投映します。
※３月２１日（土・祝）は字幕付き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買い求めください。

※各番組の前半に当日の星空解説があります

約40分

「北の国から」「風のガーデン」などのドラマ脚本で知られる倉本聰
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。

「北の国から」「風のガーデン」などのドラマ脚本で知られる倉本聰
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。

2月14日（土）2月14日（土）
２Ｆホール  全席指定１5：００

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）

夜想曲－ノクターン
富良野GROUP公演2015冬

作・演出：倉本　聰

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 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
※未就学児の入場はご遠慮ください。 助成／一般財団法人地域創造

2月11日（水・祝）
※「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。

3Fプラネタリウム室  全席自由（限定各170席）①11：00  ②14：00 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）

D.J.Stardust遊星寿々プロフィール …………………………………………………………………
言葉と音楽を自在に操り、星と宇宙のLOVE & FREEを追求し続けるプラネタリウムD.J.アーティスト。世界的
にも例のないD.J.スタイルのライブトーク・ショー『D.J.プラネタリウム』を開発。“プラネタリウムをROCKす
る！” ROCK DANCEのスピード感あふれる空間演出に、ギャグとポエジーを散りばめて星座と宇宙を瑞々しく
描き出し、従来のプラネタリウムのイメージを鮮やかに塗り替える作品を創り続けている。

～オリオンエクスプレスに乗って～
Ride on ORION Express!!

会場：４Ｆ銀河の間
開設期間
２月４日（水）から３月１６日（月）まで
（土・日・祝日を除く、但し２月22日（日）・3月1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。

・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、納付手続及び納税証明書の発行は行
っておりません。

ご注意ください

モーニング娘。
OG コンサート2015 in富田林
モーニング娘。

OG コンサート2015 in富田林

2月15日（日）
【企画制作】ジェイピィールーム　【協力】アップフロントクリエイト

2Fホール  全席指定15：30 Lコード ： 51640
5,500円（会館主催公演特別料金） 

モーニング娘。OGメンバーがお届けする、スペシャルコンサートが富田林市で開催！
文化会館すばるホールを舞台に、数々のヒットナンバーや女子トークなど魅力たっぷりの
ステージです♪

保 田　 圭 石 川 梨 華 𠮷 澤 ひとみ 新 垣 里 沙

※3歳未満のお子様の入場はできません。

プラネタリウムに“しまじろう”登場！
大迫力のドーム映像でお送りする
「しまじろうと たんじょうびのおほしさま」
みんなもしまじろうたちと一緒に
宇宙へ旅立とう！

大迫力のドーム映像でお送りする
「しまじろうと たんじょうびのおほしさま」
みんなもしまじろうたちと一緒に
宇宙へ旅立とう！

先着３００名のお子様に、「キラキラカード」をプレゼント！

先着３００名のお子様に、「キラキラカード」をプレゼント！

先着３００名のお子様に、「キラキラカード」をプレゼント！

プラネタリウム新番組星空シアター 1/4 投映スタート！

※前半に星空解説があります。
※投映プログラムなどは裏面をご覧ください。

約40分

富田林税務署の
確定申告会場は『すばるホール』です。

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

わたしたち       す         ち きゅう     たい よう けい 

倉本　聰

プラネタリウムの常識を打ち破る
『D.J.プラネタリウム』すばるホール初登場！

　施設予約ネットワークシステムの変更に伴い、インターネット予約（オンライン施設予約サービス）は、１月６日（火）～３月31日（火）の間はご利
用できません。
　また、すばるホール、レインボーホール（市民会館）、総合スポーツ公園におきましては、これまで同システムを利用して三つの施設間で相互利
用が可能でしたが、同システム変更に伴い、１月31日（土）をもって相互予約の受付を終了します。相互予約終了後は、各利用施設でご予約い
ただきますよう、よろしくお願いします。
ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

ネット予約休止および施設予約ネットワークシステム（相互予約）終了のお知らせ

問い合わせ 社会教育課（電話0721－24－1451）・スポーツ振興課（電話0721－20－0390）および各施設まで
すばるホールご利用についてのお問い合せはすばるホールまで（電話0721－25－0222）

公演以外のお問い合せ

【すばるホールH.P】http://subaruhall.org/
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

□宝くじ文化公演 東京混声合唱団　特別演奏会　●1/17（土）チケット発売
●3月28日（土）　●14：00開演　●大ホール・全席指定　●前売 一般 1,000円（当日500円増）
●出演：指揮/髙谷光信　ピアノ/前田勝則　共演/東京混声合唱団と歌う会
●予定曲：NEW東京混声合唱団愛唱曲集  唱歌の四季（1983）  他　
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
□押尾コータロー  アコースティックギターコンサート2015　●2/7（土）チケット発売
●5月31日（日）　●17：30開演　●大ホール・全席指定
●料金 5,000円（当日共）　※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。

□河内長野ラブリーホール合唱団演奏会「オペラ夢舞台」
●2月22日（日）　●14：００（開場30分前）　●大ホール・全席指定　●一般 4,０００円  学生 1,5００円
●出演：指揮/船橋洋介　管弦楽/大阪交響楽団　合唱/河内長野ラブリーホール合唱団
ソプラノ/津山和代、四方典子　テノール：中井亮一、山中雅博　バリトン/西尾岳史
●演奏曲目：一部/ヴェルディ「椿姫」より
二部/J.シュトラウスⅡ「こうもり」より　ボロディン「イーゴリ公」ダッタン人の踊り　ヴェルディ「アイーダ」凱旋行進曲　他
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。　※すばるホールでは学生券の取扱はございません。
□第62回らぶりい寄席　桂文珍　独演会
●3月7日（土） 　●13：00（開場30分前）　●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下さい。

<休館日> 1月1･2･3･5･19･20・26日　※1/4は17:30閉館　※1/20は設備保守のため臨時休館　2月2･9･16･23日

□LICオルガンコンサート フランスの風をあなたに
●1月24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：久野将健　※未就学時入場不可
●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。
□第44回りっくぷち寄席 ～新春号！ 落語と講談～
●1月25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）　※未就学時入場不可
●出演：林家花丸/林家卯三郎/林家染八/旭堂南青（講談）/はやしや福（三味線）

イベントカレンダー

※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・1通話4枚まで）
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～

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

2015.
January & February

1&2
SUBARU NEWSホール

News

行　事　名 会　場 開演時間 前売料金 主催・お問い合せ先

1
月

2
月

鷲見晋吾
0721－21－3620

高井　義
0721－24－8279

 ホール 13:30 無料

第11回障がい雇用推進フォーラムin南河内 銀河の間  無料

富田林市「日本舞踊子どもフェスティバル」 小ホール 13:30 無料

講演＆落語「動物社会から学ぶ私たちのくらし」林家卯三郎さん 小ホール 13:20 無料

障がい者雇用推進フォーラムin南河内　実行委員会事務局
0721ー53ー5988

富田林市「日本舞踊子ども園」
0721ー25ー7314

男女共同参画フォーラム実行委員会 富田林市人権政策課
0721ー25ー1000（内474）

24日（土）

21日（水）

18日（日）

31日（土）

8日（日）

15日（日）

18日（水）　　
～20日（金）

カラオケハウスキューピット
0721ー23ー0130

子どもの権利要求実現富田林市民実行委員会
0721ー28ー1584（ともっち保育園）

南河内地区小中学校支援教育研究会  浦木久仁子
0721ー63ー7878（美加の台中学校）

キューピット新春の集い 小ホール 11:30 会費制

第31回子育てを考える市民のつどい　講演会と人形劇  10:00 500円（大人のみ）

なかよし作品展 展示室  無料

富田林市少年少女合唱団結成50周年記念
第43回定期演奏会

12:30
受付開始

9:00～20:00
（最終日15:00まで）

小ホール
リハーサル室

3
月 8日（日）

サンティエ バレエ サークル 上田亜樹子
090ー2709ー6977バレエ スタジオ サンティエ 20thアニバーサリー パフォーマンス ホール 14:30

第64回市民文化祭「芸能フェスティバル　合唱と謡曲の音楽会」 小ホール 13:30 無料  

前売 3,000円
当日 3,500円



劇団カッパ座富田林公演 『しらゆきひめ』

キレイにできました！『スノードーム制作体験』レポート♪ すばるホール芸術文化助成事業のご案内

　もの作りを通じてアートに興味をもってもらおうと
スタートした「すばるクラフトシリーズ」。これまで
ジェルキャンドル制作体験や透明石けん制作体験な
ど、お子様から大人までたくさんの方にご参加いただ
きました。
　11月23日（祝）にはクリスマスシーズンにぴっ
たりの「スノードーム」を制作する体験会を、専門
の講師の方をお招きして初めて開催しました。
　可愛いガラス細工や、キラキラのクリスタルを使
って自分だけのデザインでスノードームが完成！接
着の待ち時間にはクリスマスにちなんだクイズな
どもあり、あっという間の90分でした。

　昨年１１月１５日に開催した原田莉奈さんのコンサートにおいて、累計来場者数が１０００人を超え
ました。平成２２年１０月のスタート以来、２４人目での達成となりました。
　このコンサートは皆様に気軽にクラシックコンサートを楽しんでいただくと共に、若手演奏家の育
成の場となることを願い企画いたしました。
　ご出演いただいているのは、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）推薦の、全国でも
トップクラスの実力を持つ学生ピアニスト。ほとんどの方が関西出身で、全国で４万人が参加するピ
ティナ・ピアノコンペティションや各地のコンクールで上位入賞されている実力派ばかり。その真摯な
演奏にご来場のお客様からも「素晴らしい演奏に感動した」と好評をいただいています。
　３月１５日開催の「ピアノ・ファンタジーＶｏｌ.２」にはイブニングコンサートにご出演いただいた生熊
茜さん、小嶋稜さんが登場します。当時高校生だったお二人も大学生となり、成長された演奏を今度
はホールで披露してくださいます。
　今ではこのイブニングコンサートに出演することを目標にしてくださっている学生さんもいらっし
ゃるほど、コンサート自体も定着してきました。そして、これまでにご出演いただいたピアニストの更
なる活躍にも目が離せません。
　今後のイブニングコンサートにも是非ご期待ください。

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…。

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。

新作オリジナルストーリーで贈る市民ミュージカルに出演してみませんか？

2月8日（日）

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！

すばる寄席  桂文之助独演会水森かおり20周年記念コンサート ～歌謡紀行～

1月4日（日）

２Ｆホール  全席自由①10:00　②14:00
おとな 1,600円（中学生以上）　こども 1,100円（3歳～小学生）（当日各5００円増） おとな １,４４０円  こども ９９０円

※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）。

※昨年（2014年8月20日）の公演より。
　佐賀県立佐賀東高校演劇部（左）大谷高校演劇部（右）

※昨年（2014年3月21）の公演より
　淀川工科高校演劇部（左上）大谷高校演劇部（右上）
　鶴見商業高校演劇部（左下）佐賀県立佐賀東高校演劇部（右下）

Lコード ： 53451

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。

桂米團治

桂文之助

内海英華
（女道楽）

桂二乗

４Ｆ銀河の間  全席自由14：00（開場は45分前）

2,300円（当日500円増） 2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。 制作協力／（株）米朝事務所

すばるイブニングコンサート「来場者１０００人突破！」

SUBARU CLASSIC SALON    ピアノ ファンタジーVol.２ 

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リサイタル

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。

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）　

1月25日（日）
Lコード ： 55987

長 山 慶 子 奥 田 章 子 坪 本 佐智子

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） 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。

※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。

3月28日（土）
Lコード ： 515912Ｆリハーサル室  全席自由（限定80席）16:00

一般 １,０００円  高校生以下 ５００円（当日各２００円増） 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。

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　

予定演目
エリック・サティ：君が欲しい
クロード・ドビュッシー：
「月の光」～ベルガマスク組曲より
徳永崇：時間姉妹 他

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
とんだばやし演奏家協会

私の街でクラシックVol.12 『ハープデュオ ファルファーレ コンサート』 
とんだばやし演奏家協会

1月17日（土）

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

[演奏予定曲]

南　　杏  佳
（大阪府立夕陽丘高等学校音楽科２年）

1/31  福田 優花

2014堺国際ピアノコンクール一般部門第１位

１Fレストランすばる  全席自由（限定50名）17:00（開場は45分前）
600円（当日200円増） ※１ドリンクつき 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（ピティナ）
※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。あらかじめご了承ください。

3月28日（土）

星空アロマ星空アロマ星空アロマ
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

3Fプラネタリウム室  全席自由
18:00（開場は15分前）

500円（当日共）

香りのメニュー「ディスカバリー」
（フランキンセンス・サイプレス・カモミールローマン）

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…

約40分

プラネdeえほん
プラネタリウムで絵本を読もう！

1月8日（木）
2月12日（木）

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。

10:30（開場は15分前）
3Fプラネタリウム室  全席自由

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛

参加
無料

限定
100名

― 高校演劇育成事業 ―

全国大会出場校など、実力派の高校演劇部が一挙上演！
出演／大谷高校演劇部  鶴見商業高校演劇部 他  詳細は１月中旬ホームページにてお知らせします。

すばるミュージカル出演者募集すばる高校演劇祭2015　

今  野  尚  美
こん      の

生 熊　  茜
（東京藝術大学）

小 嶋 　 稜
（京都市立芸術大学）

3月15日（日） ２Ｆホール（１階席限定300席）  全席自由14:00 Lコード ： 55299
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

※未就学児の入場はご遠慮下さい。 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（ピティナ）

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。

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。

1月25日（日）
２Ｆホール  全席指定
①13：0０（2階席のみ）　②17：00

1階席 5,500円　2階席 5,000円（当日各500円増）
5,000円

協力／富田林市カラオケ連絡会※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

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：1月16日（金））

連弾共演者募集！
※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。）

【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27年4月～9月に実施する事業

【応募方法】
助成金に関する詳細については、ホームページをご覧くだ
さい。

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！～

1月16日（金） Lコード：59828
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）

サンセット大通り

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）

黄色いリボン

※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

富田林市カラオケ連絡会 第２１回発表会

2月1日（日）
3月1日（日）2Fホール  全席自由9:30（開場は15分前） 無料

共催／富田林市カラオケ連絡会

● 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
● ニューセイケン友の会
● 美家
● やまびこ

出演団体

80名
限定

【朗読】 大 月 秀 幸
（俳優）

対　象　市内在住、在学の小学４年生から
高校３年生まで（公演日時点）舞台経験は問
いません。演技・歌・ダンスが好きで練習に参
加できる方。

応募方法　すばるホールで配布する申込用
紙に記入してすばるホール２階受付カウン
ターまで（郵送可）。

募集人数　30名

基礎練習日程
２月11日・22日・３月７日・14日・21日
４月４日・11日・18日の計8回

オーディション　４月19日（日）
基礎練習終了後、4月19日にオーディショ
ンを受けていただきます。

参加費　基礎練習期間は無料。
オーディションに合格後、本公演に参加する
場合は15,000円（入場チケット一般券10
枚、高校生以下券10枚含む）が必要です。

申込締切　１月31日（土）

本公演日　８月23日（日）

公演練習　本公演のための練習は５月より
毎週土日を中心に行います。

前回公演前回公演２Ｆホール（客席限定・全席自由）13:30（開場は15分前） 入場無料

完売御礼

残席わずか

当日券あります！

身近に気軽にクラシック音楽を…という
コンセプトに始まったシリーズコンサート
第12回目となる今回は、松村多嘉代（た
かよ･姉）と衣里（えり･妹）の実の姉妹に
よるハープデュオコンサート

出演／ファルファーレ
　　　（松村多嘉代・松村衣里）

※13時公演、及び2階席は　　　のみ取扱い
Lコード ： 53153


