
プラネタリウムを見よう！

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） 
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平日月曜日 休館日（祝日の場合は開館）
5/12（火）ー14（木）
7/11（土）ー18（土）

～５月１０日（日）

プラネタリウム
※各番組の前半に当日の星空解説があります
※当日会場前券売機にてチケットをお買い求めください。

応募された作品はすべて展示。
応募者全員に参加記念品をプレゼント。

①小学生の部　４つ切り画用紙（各自でご用意ください）
②幼稚園の部　すばるホールで配布の画用紙
　宇宙をイメージした作品タイトルを決め、絵の具やクレヨン
なので自由に描いてください。
テーマ例／宇宙旅行、はやぶさ、ロケット、
　　　　　たなばた、おつきさま 等
配布・受付期間／6月2日（火）～7月12日（日）
配布・受付場所／2Ｆ受付カウンター  10：00～17：00
①②以外の方でも応募していただけます。

展示期間／7月18日（土）～20日（月・祝）
　　　　　10：00～17：00
　　　　　3F展示室　入場無料

ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検２
～太陽系のひみつ～

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！

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。

「はやぶさの姿に、想いを重ねた沢山の人たちがいた。」
はやぶさを引き継ぐはやぶさ２ミッションは、幾度となく先送りさ
れ、一時は実現不可能なところまで追い詰められていました。
しかし、はやぶさ２を応援する多くの人の声が日本中から集まり、
ミッションは、実現に向けて大きく動き出します。
より大きな推力を持つイオンエンジン、沢山のデータを送信出来る
Kaバンドアンテナ、小惑星表面を探査する3機のミネルバ2と
MASCOT、そして人工的にクレーターを作るインパクタ装置。
2014年12月3日に宇宙へと旅立った小惑星探査機はやぶさ２。
初代はやぶさから引き継がれた技術や新しい試み、人々の想いに
迫ります。

時間

15:00 「ドラえもん」 「ハヤブサ2」
火・木 水・金

「しまじろう」

「ハヤブサ2」

「ドラえもん」

時間

11:00

13:00

14:30

16:00 「ハヤブサ2」 「星空散歩」

土 日・祝

５月１５日（金）～７月１０日（金）
時間

15:00 「ドラえもん」 「ハヤブサ2」
火・木 水・金

「しまじろう」

「ハヤブサ2」

「ドラえもん」

「たなばた」6/6～7/5
時間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00 「ハヤブサ2」 「星空散歩」

土 日・祝

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK　©JAXA 提供 Courtesy NASA/JPL-Caltech
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プラネタリウム番組

約45分

約45分

しまじろうと
たんじょうびのおほしさま

HAYABUSA2
－RETURN TO THE UNIVERSE－

プラネタリウム番組プラネタリウム番組

約40分

すばるスペースアート展２０１５作品大募集！

LIVE in SUBARUHALL 2015LIVE in SUBARUHALL 2015
２Ｆホール 全席指定19：00
5,５００円 5,0００円

友の会予約 5/23（土）10:00～Lコード ： 538569月25日（金） 5/30（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

8月23日（日）10：00～15：00開催

４Ｆ銀河の間（限定400席） 全席自由14:30
おとな1,000円　こども500円（各当日共）　親子ペア1,350円（前売のみ）
おとな 900円　こども 450円　親子ペア 1,200円

※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。

※「こども」は3歳以上、中学生以下（2歳以下無料） ※「こども」は３歳以上中学生以下（２歳以下無料）

※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

5/16（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 5/16（土）10:00～
Lコード ： 55073

４Ｆ銀河の間  全席自由10:30（開場は15分前）
おとな1,700円　こども700円（当日各100円増）　親子ペア2,200円（当日200円増）

人形劇団クラルテ　06-6685-5601

おとな 1,530円　こども 630円　親子ペア 1,980円
5/16（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 5/16（土）10:00～
Lコード ： 56441

２Ｆホール  13:30

一般 １，０００円　高校生以下 ５００円（各当日共）
一般 ９００円　高校生以下 ５００円

6/6（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 6/6（土）10:00～
Lコード ： 57155

新井宗平（うたのおにいさん）
山本かずみ（うたのおねえさん）
演奏：大阪交響楽団メンバーによる弦楽四重奏とピアノ

<演奏予定曲> 葉加瀬太郎：情熱大陸　
 モンティ：チャールダッシュ
 アナと雪の女王、ブレーメンの音楽隊　他

出 演

わたしたち       す         ち きゅう      たいよう けい                                                     たんじょう

          すいせい      いんせき

                                                           たいようけい                                と         あ

7月9日（木）まで

新番組

「アート」をテーマにした夏のフェスティバル！まずは３つの公演をご紹介します。 その他イベントやタイムスケジュールは次号ニュースをお楽しみに♪

大阪交響楽団
０歳から入れる親と子のコンサート

大阪交響楽団
０歳から入れる親と子のコンサート

年老いた、サーカスの
ライオンとやさしい男の
子との交流を描いた心
温まるお話しです。

人形劇団クラルテ
サーカスのライオン
人形劇団クラルテ

サーカスのライオン
原作 /川村たかし（ポプラ社刊）原作 /川村たかし（ポプラ社刊）

全席事前指定（座席指定は８月１８日（火）１０:００よりすばるホール受付にて開始、お一人４枚まで）

すばるミュージカル２０１５
ネバーランドの誓い
すばるミュージカル２０１５
ネバーランドの誓い

飛行機事故から無人島に漂着した子どもたちは、その島をネバー
ランドとして、自分たちだけの世界を作り上げる。
そこでのたった一つのルールは、うそをつかないこと。
しかし、その島には不思議な秘密が隠されていて・・・

作／正木邦彦
演出／藤田晴美

※2歳以下無料（大人1名につき膝上鑑賞可。但し座席が必要な場合は有料。）

子どもたちの大好きな歌・ダンス・手遊びが満載の、参加型ステージ！
大人気のしまじろうと仲間たちが繰り広げる冒険物語に、ご家族そ
ろってぜひお越しください。

【しまじろうと一緒に、ロボットの国のピンチを救おう！】
ある日、かわいいロボットと発明家のワットくんがやって来ました。
「ロボットの国が大変なんだ！」話を聞いて、しまじろうたちはロボット
の国を救うためのぼうけんに出かけます。
最後まであきらめないことの大切さが心に響く物語。
会場一体となって奇跡を起こす感動の瞬間を、
ぜひ親子で体験してみて下さい。10月12日（月・祝）
※2歳以下無料（大人1名につき膝上鑑賞可。但し座席が必要な場合は有料。）

２Ｆホール  全席指定①１３：００ ②１５：３０
１,９６０円 友の会予約 6/7（日）10:00～

Lコード ： 56455
6/14（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

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・ロゼでのチケットの取り扱いは終了いたしました。

072-365-9590

072-950-5504

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

□十五周年記念コンサート  吉田兄弟  三味線だけの世界　●5/9（土）チケット発売
●8月9日（日）　●16：30開演（16：00開場）　●大ホール・全席指定
●前売 一般 4,800円（当日500円増）　●出演/吉田兄弟
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
□錦織健 テノールリサイタル
●7月11日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定
●前売一般 3,500円（当日500円増）　●出演：錦織健（テノール）、多田聡子（ピアノ）
●予定曲：島唄、花は咲く 他　※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。

□河内長野マイタウンオペラvol.14  J.シュトラウスⅡ  喜歌劇「こうもり」〈日本語上演〉
●7月19日（日）　●14：００ （開場30分前）　●大ホール・全席指定
●S 6,000円  A 5,000円  B 4,000円  C 2,000円  学生 1,500円
●指揮/井村誠貴　演出/籔川直子　管弦楽/大阪交響楽団　合唱/河内長野マイタウンオペラ合唱団
●アイゼンシュタイン/竹内直紀　ロザリンデ/上村智恵　アデーレ/楠永陽子　オルロフスキー/林まどか 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S席のみの取扱いとなります。
□シネマ de ラブリー 「紙の月」
●5月26日（火）　●①11：００ ②14：30 ③19：00（開場30分前）　●大ホール・全席自由
●一般 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（前売・当日共）

<休館日> 5月11・18・25日　※5/3～6は17:30閉館　　6月1・8・15・22・29日

□LICオルガンコンサート　はびきのオルガンあ・ら・かると！
●6月13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：梅干野安未（ほやのあみ）
●演奏曲目：スイスの工房で作られた羽曳野のオルガンのためのプログラム
※未就学時入場不可
□第46回りっくぷち寄席　染弥改メ三代目林家菊丸登場
●6月28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：林家染雀・林家菊丸・笑福亭鉄瓶・林家愛染
※未就学時入場不可

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～

注

ホール
発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

News 2015.
May & June

5&6
SUBARU NEWS

行　事　名 会　場 開演時間 前売料金 主催・お問い合せ先

5
月

20日（土）

21日（日）

28日（日）

3日（日）

4日（月・祝）

17日（日）

24日（日）

31日（日）

刀根幸子
0721－26－0003

GEP
080ー3115ー7806

奥野雅生
090－8758－0076

富田林市日本舞踊協会
0721－25－7314

カラオケホール美家  久保晃代
090－6554－7513

シニア富田林くすのき塾（代表：加藤一敏）
090－3039－3064

富喜の会 小ホール 10:30 無料

大阪ヒーローSPIRITS 2nd  超神ネイガーVS浪速伝説トライオー 小ホール 11:30

南大阪管弦楽団　第28回定期演奏会 ホール 14:00～ 無料

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 　　　すばるホール

富田林市日本舞踊協会主催「涼の会」 ホール 12:00～16:00 無料

くすのき塾　第3回「カラオケ・お楽しみ会」 小ホール 10:00～ 無料

富田林市民文化祭「市民民謡大会」 銀河の間 10:30～ 無料 　　　すばるホール

カラオケホール美家　発表会 小ホール 9:45～17:00 無料

7
月

6
月

4日（土）

2日（木）      
～5日（日）

山下正美
0721－29－6029水彩画合同展2015 展示室  無料

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

2800円
（当日500円増）

10：00～17：00
※初日は13時より開催、
最終日は16時まで

1部16:30
2部17:45（予定）



いつでも元気がでるコンサート
吉田正記念オーケストラ

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

6月27日（土）

J.S.バッハ：平均律クラヴィーア曲集第2巻より
第7番  変ホ長調  BWV876
リスト：超絶技巧練習曲集
S.139／R.2bより 第5番 変ロ長調 「鬼火」
ショパン：エチュード集より 第2番 イ短調 Op.10-2
ラフマニノフ：ピアノ・ソナタ第２番 変ロ短調  Op.36（1931年版） 他

[演奏予定曲]

長 澤 優 花
（兵庫県立西宮高等学校3年）

2012ピティナ・ピアノコンペティションＦ級ベスト賞
2015ショパンコンクールinアジア アジア大会 高校生部門金賞

5月16日（土）

ショパン：ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58
ドビュッシー：前奏曲集　第１集より
第1曲「デルフィの舞姫たち」
第5曲「アナカプリの丘」
第7曲「西風の見たもの」　他

[演奏予定曲]

Lコード：56375

三 好 朝 香
（東京藝術大学3年）

2012ピティナ・ピアノコンペティションＧ級ベスト賞

5月9日（土）

リスト：バッハの名による幻想曲とフーガ 
S.529
リスト：バラード第2番 ロ短調 S.171 R.16他

[演奏予定曲]

佐 藤 嘉 春
（東京音楽大学2年）

2009ピティナ・ピアノコンペティションＦ級金賞

5月15日（金） Lコード：56366
ミュージカル劇『ノー・ノー・ナネット』を映画化。愛する彼にも“NO”しか言えない！ドリス・デイのミュ
ージカル・コメディ （1950年/アメリカ/94分/カラー/字幕スーパー）

二人でお茶を

7月17日（金） Lコード：56370
世界最大のサーカス団を舞台に繰り広げられる人間模様を描いた大作。華麗な舞台の陰で男女や金銭、
ライバルに絡んだ愛憎が渦巻く娯楽映画の傑作。 （1952年/アメリカ/152分/カラー/字幕スーパー）

地上最大のショウ 永遠の吉田メロディー。
演奏が始まると一緒に口ずさんで
楽しい、涙と笑いに包まれる
中高年のための元気がでるコンサ
ートです。

「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。

出演　指揮／大沢可直
　　　管弦楽／吉田正記念オーケストラ

 予定曲目
吉田メロディーを主題にした　吉
田正交響曲第3番（「再会」「誰より
も君を愛す」「霧子のタンゴ」「傷だ
らけの人生」などのヒット曲から構
成）東京オリンピックマーチ・ひまわ
り・太陽がいっぱい・ロシアより愛を
込めて 他
※曲目は変更になる場合がござい
ます。

元宝塚歌劇団花組トップ娘役・純名里沙が、星
空のもとジャズからミュージカルナンバーまで、
シルキーヴォイスでお届けします。

出　演：純名里沙（ヴォーカル）
　　　　笹子重治（ギター）
予定曲：So In Love
　　　　星影の小径
　　　　見上げてごらん夜の星を
　　　　黄昏のビギン
　　　　Amapola  他

指　　揮／Uwe Renz
管 弦 楽／ドイツ東ヴュルテンベルク青少年フィルハーモニーオーケストラ
ソプラノ／木澤佐江子　アルト／橘  知加子　テノール／茶木敏行　バリトン／松澤政也
合　　唱／すばる第九を歌う会・ＰＬ学園小学校コーラス部・富田林市少年少女合唱団及びシニア

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お子様にもわかりやすく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。

講　師

片平　敦
（関 西 テレビ「ゆうが た
LIVEワンダー」出演中）

テーマ
夏休みの自由研究に最適　
「僕たち・私たちにできる防災」

プラネdeえほん
プラネタリウムで絵本を読もう！

10:30～11:00
（開場は15分前）5月14日（木）

3Fプラネタリウム室 参加
無料

限定
100名協力／NPO法人ふらっとスペース金剛

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。

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。　※旧作映画のため映像が乱れる場合がございます、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

※未就学児の入場はご遠慮ください。　※こどもは小学生～中学生※未就学児の入場はご遠慮ください。

おとな 1,000円　こども 500円（各当日共）　親子ペア 1,350円（前売のみ）
3Fプラネタリウム室  全席自由（限定各170名）14:00

自分らしく生きるということ ～自分らしく生きると豊かで幸せになる～
心屋仁之助講演会

２Ｆホール  全席指定14:30
4,5００円 4,3００円

※未就学児の入場はご遠慮ください

性格リフォーム
心理カウンセラー
心屋仁之助による講演会
見えないけれど、やさしく包んでくれる。
風のように、水のように、普通の幸せに
気づける。そんなお話をお届けします。

Lコード ： 58646

舞楽詩「風の又三郎」原作／宮沢賢治
音楽×伝統芸能×演劇

お天気教室 in プラネタリウム

新垣 隆＆礒 絵里子おしゃべりコンサート

6月6日（土） 6月13日（土） 6月20日（土） 7月26日（日）

5月17日（日）

２Ｆホール 全席指定14:00 一般 3,000円  大学生以下 １,8００円（当日各500円増）  ペア ５,５００円（前売のみ）
一般 2,700円  大学生以下 １,5００円  ペア ５,0００円

※未就学児の入場はご遠慮ください。　※大学生以下券は25歳以下の学生に限ります。
チケットぴあ ： 0570-02-9999（Pコード 442-815）  CNプレイガイド ： 0570-08-9999　e+（http://eplus.jp）

２Ｆホール 全席指定14:00
一般 ２,５００円  大学生以下 １,０００円（当日各500円増） 一般 ２,３００円　大学生以下 ９００円

Lコード ： 58363

※未就学児の入場はご遠慮ください。　※大学生以下券は25歳以下の学生に限ります。
助成／一般財団法人地域創造

8月9日（日）
２Ｆホール 当日座席指定（座席指定は当日１１：３０開始・お一人様４枚まで）14:00（開場は60分前）

一般 2,0００円  中学生以下 １,5００円（当日各500円増）
一般 1,8００円　中学生以下 1,35０円

制作／クエール企画

予定演目
シューベルト：アルペジオーネソナタ
加古隆：パリは燃えているか、黄昏のワルツ 他

私の街でクラシックVol.13 音にきく『もののあはれ』
とんだばやし演奏家協会

～シューベルト、そして加古隆～

純名里沙プラネタリウムコンサート星空シアター

～七夕の夜 “星影の小径” を歩く～
2015年版『砂漠の薔薇』作・演出／鶉野昭彦

新屋英子一座２０周年記念公演

スバルより永遠の愛を込めて

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１３回目となる今回は、死を意識したシューベルトの孤独な心、儚くも美しい「アルペジオーネソ
ナタ」。そしてNHKスペシャル「映像の世紀」のメインテーマ「パリは燃えているか」をはじめ、魂を
揺さぶる加古隆の世界を描きます。

奧 田 章 子
（ヴァイオリン）
奧 田 章 子
（ヴァイオリン）

植 田 延 江
（ヴィオラ）
植 田 延 江
（ヴィオラ）

奧 田 なな子
（チェロ）
奧 田 なな子
（チェロ）

坪 本 佐智子
（ピアノ）

坪 本 佐智子
（ピアノ）

Lコード ： 583602Ｆリハーサル室  全席自由（限定80席）18:00
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

※未就学児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。

“Mr.テケ・テケ”ドン・ウィルソン ラスト・ツアー！！！
ベンチャーズ ジャパン・ツアー2015

ベンチャーズ、唯一の初期メンバー“ドン・ウィルソン”
の姿を見るラスト・チャンス!!!

２Ｆホール  全席指定15：00 6,000円 5,500円
Lコード ： 59069

チケットぴあ ： 0570-02-9999（Pコード 257-987）
CNプレイガイド ： 0570-08-9999　e+（http://eplus.jp） ※未就学児入場不可

※6月はお休みします。

6月20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）
2Fカルチャールーム
①13:00  ②15:30（各回10名限定）

1,800円（当日200円増） 香りのメニュー「Drops of the green garden」
（ライム ・レモングラス ・セージ）

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…

夏を涼しげに演出する“スノードー
ム”を作ろう！クラフトシリーズの中で
も好評の“スノードーム制作体験”。
親子でぜひご参加ください！

約40分

80名
限定

ＫＩＮＧ  ＣＯＬＵＭＢＩＡ  Ｓｗｉｎｇ  Ｊａｚｚ  Ｌｉｖｅ  ｉｎ 富田林
KING COLUMBIAは、1930－1950年代アメリカの古き良き時代のスイングジャズをルーツとし、独自のビート感やスイング感に、遊び心たっぷ
りのエッセンスをふりかけた、浪速の和製ジャズバンド。
クラブシーンから、当時の音楽をリアルタイムに愛した世代まで幅広い層にスイングジャズの名曲からオリジナル曲までをお楽しみいただけます。
出演 ： ＫＩＮＧ　ＣＯＬＵＭＢＩＡ　　メンバー ： 岡内健（Ｂ）　松田典之（Ｔｐ）　岡本匡史（Ｔｐ）　田辺直哉（Ｔｂ）　青井丈治（Ｔ.ｓａｘ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木俊明（Ａ.ｓａｘ）　 岡田友也（Ｐｆ）　阪本純志（Ｄｒ&Ｐｅｒ）　藤田亮介（Ｄｒ&Ｐｅｒ）

9月5日（土）

5/2（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～南河内JAZZフェスティバル2015  ～あなたのまちジャズ～

国際親善第九演奏会
ドイツ青少年オーケストラとの

7月18日（土）

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

各ホール窓口　ローソンチケット【Ｌコード ６館共通59620 ３公演パス券59615】  チケットぴあ ： 0570-02-9999【Ｐコード ６館共通258-579 ３公演パス券781-455】  ｅ+（http://eplus.jp/）  ＣＮプレイガイド 0570-08-9999
※１ソフトドリンク付　※会員割引はございません。　※３公演パス券は、３公演とも異なる会場でご使用ください。
※ペア券は前売りの販売のみとなります。　※６歳未満のお子様はご遠慮ください。　※曲目は変更になる場合がございます。

一般  ２，０００円（当日３００円増）　ペア券  ３，８００円（前売のみ）　3公演パス券  4,5００円（枚数限定）2Ｆ小ホール  全席自由18:30 友の会予約 5/2（土）10:00～

■ 南河内ＪＡＺＺフェスティバル２０１5スケジュール（各公演18:30開演）

予定曲：キャラバン・Sing Sing Sing・コーヒールンバ・嵐を呼ぶ男　他

予定曲目
ベートーヴェン/エグモント序曲
古関裕而作曲 /鈴木行一編曲 /東京オリンピックマーチ
ベートーヴェン/交響曲第９番 [合唱付 ]

 ８月８日（土） ＬＩＣはびきの 「山口真文ｍｅｅｔｓ東原力哉」Ｊａｚｚ Ｌｉｖｅ ｉｎ 羽曳野

 ８月２２日（土） パープルホール Ｆｕｎｋｙ ＆ Ｇｒｏｏｖｙ Ｎｉｇｈｔ ｉｎ藤井寺

 ８月２９日（土） ラブリーホール 「スタンダード＆クラシック」Ｊａｚｚ ｉｎ 河内長野

 ９月５日（土） すばるホール ＫＩＮＧ ＣＯＬＵＭＢＩＡ Ｓｗｉｎｇ Ｊａｚｚ Ｌｉｖｅ ｉｎ 富田林

 ９月１２日（土） ＳＡＹＡＫＡホール 佐々木昭雄オルガントリオ スクリーンミュージック Ｊａｚｚ ｉｎ 大阪狭山

 ９月２６日（土） 松原市文化会館 Ｔｈｅ Ｊａｚｚ Ｌａｄｙ スペシャルライブ ｉｎ 松原

2,700円 友の会予約 5/16（土）10:00～3,000円（当日500円増） 
３Ｆプラネタリウム室  全席自由（限定170名）13:30

7月11日（土）
友の会予約 5/9（土）10:00～

友の会予約 5/30（土）10:00～

8月29日（土）
２Ｆホール 全席自由14:00

一般 1,0００円（当日200円増）  高校生以下 5００円（当日100円増）
一般 900円　高校生以下 45０円

※未就学児の入場はご遠慮ください
友の会予約 6/2（火）10:00～

5/16（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～5/10（日）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

5/16（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

5/30（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～ 6/2（火）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

講　師

井田寛子
（ＮＨＫ総合「ｎｅｗｓ watch９」
出演中）

テーマ
「気象キャスターへの道」
～気象キャスターになりたい
人へ伝えたいこと～

Lコード ： 55052

Lコード ： 55629

9月12日（土）Lコード ： 55062

１Fレストランすばる  全席自由（限定各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。

※　  のみ販売 ※　  のみ販売

すばるクラフトシリーズ特別編すばるクラフトシリーズ特別編すばるクラフトシリーズ特別編

スノードーム制作体験会スノードーム制作体験会スノードーム制作体験会スノードーム制作体験会スノードーム制作体験会スノードーム制作体験会

夏休みの

工作に最適！

7月30日（木）

新垣 隆（作曲＆ピアノ） Takashi Niigaki プロフィール
1970年東京に生まれる。4歳よりピアノを始め、ヤマハ音楽教室や千葉県立幕張西高校音楽科などを経て、1989年桐朋
学園大学音楽学部作曲科に入学。在学中、若き同志による型破りな音楽に視覚的な要素を加えた演奏会「冬の劇場」に参画。
同学科を卒業後、作曲家ピアニストとして多岐にわたり精力的に活動する。ピアニストとしては数々の演奏家たちと同じ舞台
に立つ他、サイレント映画の伴奏も数多くこなし、そのエンターテイメント性と共に近代を検証するひとつの方法の提示とし
ても評価され注目を集めている。作曲家としては、昭和期における作曲家達の研究に従事し現代音楽を主体としているが、ジ
ャンルはその枠におさまらない。映画やＣＭ音楽の作曲も手掛けている。教育者としては、2013年度まで母校の非常勤講師
を約20年にわたり務める他、アマチュアのためのピアノコンペティションの企画・伴奏や八千代交響楽団の指揮を務めるな
ど、多くの人々との触れ合いを通じてクラシック音楽をより身近なものとして楽しめるよう尽力している。最近ではテレビ・ラジ
オ番組に出演し、親しみやすいキャラクターとして今までとは違う一面も見せ輝きを増している。作曲を南聡、中川俊郎、三善
晃、ピアノを中岡秀彦、河内純、夢藤哲彦、森安耀子、指揮法を高階正光の各氏に師事。
新垣隆名義のCDとして、礒絵里子（ヴァイオリン）とのデュオ・アルバム「ロンド」（ソニー・ミュージックダイレクト）及び吉田隆
一（バリトン・サックス）とのデュオ・アルバム「N/Y」（APOLLO SOUNDS）がリリースされている。　（2015年1月現在）

礒 絵里子（ヴァイオリン） Eriko Iso プロフィール 
桐朋学園大学卒業後、I・オイストラフ氏に招かれ、文化庁芸術家在外派遣研修員としてブリュッセル王立音楽院に留学。大賞
を受賞し首席修了。マリア・カナルス国際コンクールほか国内外の数々のコンクールで入賞。世界各地でのリサイタル、ソリス
トとしてチェコフィル、ヴェネツィア合奏団など国内外のオーケストラと多数共演し「知性と感性と技術の実力派」と高い評価
を得る。愛知万博での草刈民代氏とのコラボレーションは話題を呼んだ。宮崎国際音楽祭へは毎年参加、「題名のない音楽会
２１」「アインシュタインの眼」ほかテレビ･ラジオ出演も多く、現在FMヨコハマ「礒絵里子のSEASIDE　CLASSIC」でパー
ソナリティを務めている。
全国各地での学校訪問コンサート、企業環境TVCFの演奏出演をきっかけに社会貢献活動に積極的に寄与。‘０７デビュー10
周年を記念しリサイタルシリーズを開始。第1回「ベルギー・コレクション」は大好評を博し、NHK「クラシック倶楽部」で放映。
若手演奏家世代の一翼を担う実力派ヴァイオリニストとしてメインのソロ活動に加え、デュオ・プリマやアンサンブルΦ（ファ
イ）など多彩な演奏活動を展開。真摯な演奏への取り組み、確かな技量に基づいたヨーロッパ仕込みの洗練された感性には
定評があり「気負いのないしなやかな活動ぶりが、クラシック音楽シーンで着実に存在感を放っている」など各媒体で高く評
されている。 　　礒絵里子オフィシャル・サイト　　http://www.34-net.com/eriko   　（2015年1月現在）

ＣＤアルバム「ロンド～珠玉のヴァイオリン名曲集」
発売記念コンサ－ト

出演　新垣　　隆（ピアノ・作曲）
　　　礒　絵里子（ヴァイオリン）

予定曲目
新垣　隆：哀しい鳥（新作）
新垣　隆：ロンド（新作）
サン＝サーンス：白鳥
ヴィラ＝ロボス：黒鳥の歌
マスネ：タイスの瞑想曲
新垣 隆によるこの日のための即興コーナー 他

※未就学児の入場はご遠慮ください。大学生以下券は25歳以下の学生に限ります。

※曲目が変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。

一般 ３,１５０円　大学生以下　９００円　ペア券 ５,４００円
一般 3,500円　大学生以下 1,000円（当日各500円増）　ペア券 6,000円（前売のみ）

２Ｆホール  全席指定18:00

7月17日（金）
友の会予約 5/9（土）10:00～

Lコード ： 57031 チケットぴあ　0570-02-9999（Ｐコード 263-426）
ＣＮプレイガイド　0570-08-9999
ｅ+（http://eplus.jp）

201４年公演

Lコード ： 56450

※小学生を対象としておりますが、大人の方でもご参加いただけます。
※制作工程で接着の待ち時間がございます。

※8/23人形劇団クラルテ公演は有料。その他の公演は無料。
※公演によっては整理券を発行する場合があります。

地域で活躍する人形劇や演劇、パフォーマンスが盛りだくさん！
プロの人形劇公演もあるよ！

夏劇！

開催期間 ： ７月下旬～８月

7/25・26
8/9

8/15・16
8/23

劇団つつじ満開座「古本屋怪談」
大阪芸術大学パフォーマー集団 すばる座
中高生エンターテイメント集団 ゲキトモ
人形劇団クラルテ「サーカスのライオン」（有料）

その他 人形劇団ZOOっと／クリオネ（マリオネット）／人形劇団たふたふ など
日程・詳細は次号すばるニュースでお知らせします。

すばる演劇
フェスティバル2015

公演終了後には照明や音響、舞台装置の解説など、裏方さんや役者さんに
よるバックステージ＆アフタートークショーを予定しています。お楽しみに！
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