プラネタリウムを見よう！
新番組

新番組

プラネタリウム番組
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ポケットモンスター XY 宇宙の破片
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うちゅう ひ こう し

さまざまな活動を行っている。PAXAに所属する宇宙飛行士のおねえさん
うちゅう

よ

もんだい

神秘的な原生林に暮らすシマリスと、
ジュラシックパークのような砂漠に
流れ着いたスコーピオンマウスは、生まれて初めて家族と離れ、大人に
成長するための一歩を踏み出します。小さな体の彼らにとって、
自然界は
まるでおとぎ話の世界。
しかしそこには、危険な動物もいっぱいです。小
さいけれど世界一大きな成長のものがたりです。

き けん

から、宇宙のゴミ と呼ばれる
「スペースデブリ」の問題によって、
とても危険
じょうきょう

はなし

き

とつぜん

な

ひび

な状況にあるという話を聞いていると、突然サイレンが鳴り響いた！
だん

わる

し せつない せんにゅう

なか じんこうえいせい

ロケット団が悪だくみをし、
この施設内に潜入したようだ！そんな中、人工衛星
はっせい

じんこうえいせい

きょ

をコントロールするシステムにトラブルが発生！このままでは、人工衛星と巨
だい

ふ

2015.

7&8
July & August

ホール

小さな命の大きな成長のものがたり

PAXAに訪れたサトシたち。ここは宇宙の研究・開発を行う機関として、日々
かつどう

News

大型映像

S U B AR U NE W S

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

おそ

大なデブリがぶつかって、
さらにスペースデブリが増えてしまう恐れが…
ほし

うちゅう

だい

たち

と

こうどう

この星・
・
・いや、宇宙の大ピンチにサトシ達が取った行動は…！
？

HAYABUSA2

プラネタリウム番組

約45分

「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。

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。

企画制作：独立行政法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）

火・木

「ドラえもん」

時間

水・金

時間
11:00

日・祝

13:00

「しまじろう」

13:00

「HAYABUSA2」

14:30

「ドラえもん」
「HAYABUSA2」

平日

土

日・祝

10:00

「しまじろう」

「小さな世界はワンダーランド」

11:00

「ポケモン XY」

「HAYABUSA2」

13:00

大

8/23は特別プログラムとなります。
詳しくは中面「すばるアートフェスティバル」
枠をご参照ください。

プラネタリウム 大 大型映像

「星空散歩」

時間

「ポケモン XY」

14:30

「たなばた」〜7/5迄

11:00

16:00

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）

「小さな世界はワンダーランド」

大

14:30

「HAYABUSA2」

16:00

「ポケモン XY」 「星空散歩」

休止日

10:00

土

●夏休みプログラム ７月１９日（日）〜８月３０日（日）

「HAYABUSA2」

平日の月曜日 休館日
7月11日
（土）〜18（土）
9月12日
（土）
番組入替及びお天気教室開催のため

※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。
※8月15日
（土）
、21日
（金）
は字幕付で投映いたします。
※8月23日
（日）
は
「すばるアートフェスティバル」のため、特別プログラムとなります。

行

7
月

事

名

会

4日（土） 富田林市民文化祭「ダンスフェスティバル」

8
月

開演時間

9
月

主催・お問い合せ先

無料

山下正美
0721−29−6029

展示室
ホール

1部16:30
無料
2部17:45（予定）
11日①18:00〜
大人 1000円
12日②13:00／③17:00〜 中高生 500円

展示室 9：00〜18：00
銀河の間 （9日は17:00迄）

無料

29日（土） サマーコンサート

小ホール 12:30〜15:30

無料

6日（日） IMPACT

< 休 館日>

Vol.3

7月6・13・27日

ホール
8月3・10・17・24・31日

14:00〜16:00

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

LIC はびきの
□オルガン特別公開講座第8弾オルガンレクチャーコンサート
「バッハ演奏の秘密」〜オルガンの音色を大解剖〜

●8月22日
（土） ●14：00開演
（13：30開場） ●1階 ホールM・全席自由
●前売 2,000円
（当日300円増） ●出演：椎名雄一郎
（レクチャー・演奏）
／土橋薫
（進行）
●終演後、CD販売会・サイン会を行います。 ※未就学児入場不可

□講談と室内楽でつづる音楽絵巻「羽曳野戦記」

●8月30日
（日） ●14：00開演
（13：30開場） ●1階 ホールM・全席指定
●前売 2,000円
（当日200円増） ●出演：延原武春
（指揮）
／旭堂南左衛門
（講談）
テレマン室内オーケストラ
※未就学児入場不可

SAYAKA ホール
●11月22日
（日） ●15：00開演
（14：30開場） ●小ホール・全席指定
●前売 一般 4,000円
（当日500円増） ●出演/ダンサー/サンドラ＆ガブリエル 他 演奏/ラミロ・ボエロ楽団
●予定曲/ラ・クンパルシータ、
リベルタンゴ 他
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
チケット発売
□ダニール・ハリトーノフ ピアノリサイタル ●7/11（土）

●11月15日
（日） ●14：00開演
（13：30開場） ●小ホール・全席指定
●前売一般 3,800円
（当日500円増） ●出演：ダニール・ハリトーノフ
（ピアノ）
●予定曲：ベートーヴェン：ソナタ第23番「熱情」へ短調 他
※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
チケット発売
□沢田研二 LIVE2015「こっちの水苦いぞ」 ●6/27（土）
●9月21日
（月・祝） ●17：
００（開場30分前） ●大ホール・全席指定 ●7,000円
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
〈日本語吹替版〉
□シネマ de ラブリー「ANNIE アニー」

●8月27日
（木） ●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） ●各回入替制・上映時間118分
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）

すばるホール芸術文化助成事業

富田林市人権政策課
0721−25−1000
（内472）
辻野万里子
090−2119−6002
ARCダンススタジオ
0721−25−2123

２Ｆホール 全席自由

１,０００円（当日共）※中学生以下は無料

結成２０周年記念 とんだばやし混声合唱団 第１９回定期演奏会 委嘱初演

劇団「てるてるぼうず」岡本
090−4295−0889

500円

予定曲目／小ミサ曲、ねがい、浜辺の歌、
ともしび、鶴 他

主催・お問い合わせ：富田林女声コーラス 実行委員長 用木玲子 0721−25−8632

すばるホール

※8/1、8/13〜16、8/23は17：30閉館

チケット発売
□タンゴ・ロマンス ●7/11（土）

宮川彬良＆Osaka Shion Wind Orchestra富田林演奏会

Osaka Shion Wind Orchestraの音楽監督を務める宮川彬良さんと、富田林市ゆかりの音楽家である父・宮川泰さん（富田林高等学校卒業生）親子
の作品が盛りだくさん。宮川ワールドを存分にお楽しみください。

Osaka Shion Wind Orchestra
（旧大阪市音楽団）

結成20周年事業として製作した委嘱組曲の初演を行います。
源田俊一郎／作曲 混声合唱とピアノのための
組曲「みどりの風に」全５曲
ゲスト 源田俊一郎氏（トーク・サイン会）

7月19日（日）
14：0０（開場は1時間前）

２Ｆホール 当日座席指定

主催・お問い合わせ：とんだばやし混声合唱団／岡

宮 川 彬 良（MIYAGAWA AKIRA）

ゲスト ダイナマイト
しゃかりきサ〜カス

Osaka Shion Wind Orchestra 音楽監督
〈演奏予定曲〉組曲「宇宙戦艦ヤマト」、宮川泰メドレー、
ゲバゲバ90分、
ズームイン朝、
マツケンサンバ、大阪弁ラーニング ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

〜 文化芸術振興パートナーシップ協定を結びました 〜
公益財団法人富田林市文化振興事業団は、本市における文化振興と文化芸術団体の活性化を図るため、Osaka
Shion Wind Orchestra（旧大阪市音楽団）
と文化芸術振興パートナーシップ協定を結びました。今後、富田林市
内の小学校を対象とした学校鑑賞会や、中学校吹奏楽部を対象としたクリニックの他、公開練習などを実施してい
く予定です。

指揮・作曲・編曲：宮川彬良
吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra
ゲスト：ダイナマイトしゃかりきサ〜カス
共 演：富田林高等学校吹奏楽部

11月23日（月・祝）

一般発売

２Fホール 全席指定

0００円（当日各500円増）
5００円 高校生以下 1，
一般 ２，

一般 2,250円 高校生以下 900円

友の会予約 8/2（日）10:00〜

①12：3０ ②14：3０

3F展示室 全席自由

無料（入場整理券必要）

森山良子コンサートツアー
2015−2016

LIVE in SUBARUHALL 2015

〜フォークソングの時代〜
予定曲
『さとうきび畑』
『涙そうそう』
『この広い野原いっぱい』
『禁じられた恋』
『今日の日はさようなら』
など

…………… チケット専用 ……………

0721 - 26 - 2060
【チケット発売について】

初日は電話
予約のみ

森山良子が歌うフォークソングの数々をお楽しみください

プカプカバンド ハーモニカミニコンサート

8月30日（日）

Lコード：55774

※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般入場券 700円

予定曲目／シャル・ウィ・ダンス、
コンドルは飛んで
行く、青い山脈、あのすばらしい愛をもう一度、
Ｊｕｐ
ｉ
ｔｅｒ 他

8/9（日）

10：00〜

15：00

090−1486−2033

主催・お問い合わせ：尾本 090−7750−9773

チケット専用電話の受付時間

1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれて
いる交響吹奏楽団。
2015年3月より
「Osaka Shion Wind Orchestra」
となる。
クラシッ
クからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演
奏会や吹奏楽講習会、
ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向
上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日
本民間放送連盟賞、
日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、
なにわ大賞を受賞。2014年4月より宮川彬良が音楽監督、秋山和慶が
芸術顧問に就任。 http://shion.jp

©石黒ミカコ

〜届けたいわたしたちの心〜

前売料金

7日（金）
第31回平和を考える戦争展
〜9日（日）

00：00〜

【助成金額および団体数】 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）、
最大４団体まで。
【対 象 期 間】平成27年10月〜平成28年3月に実施する事業
【応 募 期 限】平成27年7月31日（金）
まで
【応募方法 等】助成金に関する詳細については、すばるホールホー
ムページをご覧ください。

14：0０

10：00〜17：00

11日（土）
劇団てるてるぼうず「スケッチブックボイジャー」 小ホール
〜12日（日）

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・1通話4枚まで）
予約のみ

（初日は電話予約のみ受付、
10:00開始）

文化芸術振興パートナーシップ協定記念

約45分

7月12日（日）

場

※初日は13時より開催、
最終日は16時まで

一般発売

友の会予約 すばる友の会先行予約開始日

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）

7月9日（木）
まで

４５周年 富田林女声コーラス演奏会

イベントカレンダー
2日（木）
水彩画合同展2015
〜5日（日）

すばる友の会前売料金

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。

3Fプラネタリウム室前

10:00〜17:00

チケット販売所

すばるホール芸術文化助成事業のご案内

観覧料

〜７月１０日
（金）

7/21〜8/30

協力：全国科学館連携協議会

前売料金

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

3F展示室

10:00〜17:00

小惑星探査機「はやぶさ」が様々な成果を上げたり、トラブルに見舞
われたりする様子を、宇宙を冒険する少年の姿と重ねて紹介します。

会場

約40分

7/18〜20

観覧無料

開演

プラネタリウム番組

©Benesse Corporation／しまじろう

はやぶさ君の冒険日誌

表示の
見かた

宇宙ふしぎ大探検２
しまじろうとたんじょうびのおほしさま ドラえもん
〜太陽系のひみつ〜

−RETURN TO THE UNIVERSE−

平成27年度全国科学館連携協議会巡回展

時間

約43分

©Rob Drewett / BBC 2014 ©BBC Worldwide

プラネタリウム番組

©ライブ ©HAYABUSA2制作委員会

15:00

約45分

9:00〜21:00

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。

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

【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
ローソンチケットLコード予約TEL

0570-084-005

喫茶コンゴー
（富田林市役所内）

0721-25-1000

SAYAKAホールチケットカウンター 072-365-9590
LICはびきの
（チケット専用）

072-950-5504

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

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。

9月25日（金）

19：00

5,５００円

２Ｆホール 全席指定
Lコード：53856

5,0００円

※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

10月12日（月・祝）
①１３
：
００ ②１５
：
３０

２Ｆホール 全席指定
Lコード：56455

10月24日（土）

※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。）

10：00〜

初日は電話
予約のみ

２Ｆホール 全席指定
5,000円（当日500円増）
Lコード：57285
4,7００円
チケットぴあ 0570-02-9999（Ｐコード263-544） 友の会予約 7/18（土）10:00〜
ＣＮプレイガイド 0570-08-9999
※未就学児の入場はご遠慮ください。
ｅ+ http://eplus.jp
16：0０

１,９６０円

一般発売

8/8（土）

子どものためのイベント大集合！

すばるキッズアートフェスティバル

8月23日（日）10：00〜15：00開催

大阪交響楽団

人形劇団クラルテ

『ラインの向こう
（仮）』脚本/古川健

南河内JAZZフェスティバル2015 〜あなたのまちジャズ〜

演出/日澤雄介

ネバーランドの誓い

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）

作／正木邦彦
演出／藤田晴美

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

出演

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。

戸田 恵子

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）

高田 聖子

小野 賢章

(劇団☆新感線)

清野 菜名

浅井 伸治

< 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

原作 / 川村たかし（ポプラ社刊）

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。
しかし、その島には不思議な秘密が隠されていて・
・
・

※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。

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）
おとな 1,530円 こども 630円 親子ペア 1,980円
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）
Lコード：56441

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
Lコード：55073

13:30

８月１８日
（火）
１０:００より
２Ｆホール 全席事前指定 （座席指定は
すばるホール受付にて開始、お一人４枚まで）

一般 ９００円 高校生以下 ５００円
０００円 高校生以下 ５００円（各当日共）
一般 １，
Lコード：57155
※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。）

※「こども」は3歳以上、中学生以下（2歳以下無料）

すばるキッズアートフェスティバル プレイベント

子どもとお母さんお父さんのためのコンサート
紙芝居

野菜スタンプ

野菜つり

ゲーム＆ダンス

ぱくぱく人形

スバルファイブ

おじいちゃんおばあちゃんもどうぞ

子ども屋台

２階壁画前

２階 和室

10：00

11：00

会議室１
ペープサート
大型かみしばい
とびだすカード

フェイス
ペインティング

３階 会議室２

３階 展示室

ぱくぱく人形
みんな
de
アート

自分だけの
オリジナル
うちわを作ろう！
（なくなり次第終了）

13：00
フェイス
ペインティング

精華高校
ペープサート
大型かみしばい お芝居とダンス
とびだすカード

14：00

スバルファイブ
ショー

すばるミュージカル
ネバーランドの誓い
（有料）
15：00

篤

西尾 友樹

ゲーム
＆
ダンス

紙コップ
ＵＦＯ

プラネタリウム
ポケットモンスター
XY 宇宙の破片

大型映像
小さな世界はワンダーランド

16：00

近藤 芳正

(バンダ・ラ・コンチャン)

第４９回紀伊国屋演劇賞 団体賞を受賞し、いま最も注目される劇団チョコレートケーキと無冠のベビーフェイス バンダ・
ラ・コンチャンの近藤芳正がタッグを組んだ注目の舞台！関西ではすばるホールのみ！

2016年

1月9日（土）

詳細は次号又はホームページ等でお知らせいたします。
2Ｆホール
15:00

新垣 隆＆礒 絵里子おしゃべりコンサート
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

星空シアター

〜七夕の夜 星影の小径 を歩く〜

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、透明感
のあるシルキーヴォイス
でお届けします。

14：00
０歳から入れる親と
子のコンサート
15：00
（有料）
16：00

８月８日（土）

ＬＩＣはびきの

８月２２日（土）

パープルホール

「山口真文ｍｅｅｔｓ東原力哉」
ＪａｚｚＬｉｖｅｉｎ 羽曳野
Ｆｕｎｋｙ＆ ＧｒｏｏｖｙＮｉｇｈｔｉｎ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」
Ｊａｚｚｉｎ 河内長野

９月５日（土）

すばるホール

ＫＩＮＧ ＣＯＬＵＭＢＩＡ ＳｗｉｎｇＪａｚｚＬｉｖｅｉｎ 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 Ｊａｚｚｉｎ 大阪狭山

９月２６日（土）

ＴｈｅＪａｚｚＬａｄｙ スペシャルライブｉｎ 松原

松原市文化会館

2Ｆ小ホール 全席自由
18:30
８００円（前売のみ） 3公演パス券 4,5００円（枚数限定）
０００円（当日３００円増） ペア券 ３，
一般 ２，
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。

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

純名里沙プラネタリウムコンサート 角渉ソロピアノＬＩＶＥ！
〜ＭＹ ＨＩ
ＳＴＯＲＹ〜

一般発売

7/10（金）
10：00〜

初日は電話
予約のみ

協力／NPO法人 関西ジャズ協会

角渉トリオＬＩＶＥ
！
〜ＳＵ・ＢＡ・ＲＵ〜

一般発売

7/10（金）
10：00〜

初日は電話
予約のみ

地元大阪出身のジャズピアニスト角渉のＬ
ＩＶＥをすばるホールで開催！初のＣＤアルバム発売記念Ｌ
ＩＶＥ！さらに９月には、
レストランで角渉ソロピアノＬ
ＩＶＥも決定！

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

©ミューズエンターテインメント

出演 新垣 隆（ピアノ・作曲） 礒 絵里子（ヴァイオリン）
13：00

みんな
de
アート

十吾

(tsumazuki no ishi)

サーカスのライオン
11：00
（有料）

大型映像
小さな世界はワンダーランド

ぱくぱく人形

寺

(JACROW)

10：00

野菜を
もっと
知ろう！
ぱくぱく人形

谷仲 恵輔

(劇団チョコレートケーキ)

12：00

スバルファイブ
ショー
ほっとひろば
＆
ベビー用品
おもちゃ交換会

プラネタリウム
ポケットモンスター
XY 宇宙の破片

岡本

(劇団チョコレートケーキ)

ココマムシャンソンズの
楽しいコンサート！

３階 会議室３ ３階プラネタリウム ４階 銀河の間
プラネdeえほん
（入場無料）

ゲーム
＆
ダンス
精華高校
お芝居とダンス

マジックバルーン
アート

12：00

２階 小ホール ２階カルチャールーム

9月5日（土）

赤ちゃんママコーラス

すばるキッズアートフェスティバル2015 タイムスケジュール
２階 ホール

■ 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）

(劇団チョコレートケーキ)

演奏：大阪交響楽団メンバーによる
弦楽四重奏とピアノ

紙コップ UFO

ＫＩＮＧＣＯＬＵＭＢＩＡＳｗｉ
ｎｇＪ
ａｚｚＬｉ
ｖｅｉ
ｎ 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。

すばるミュージカル２０１５

０歳から入れる親と子のコンサート

サーカスのライオン

劇団チョコレートケーキwithバンダ・ラ・コンチャン

開催決定！

ミュージカル「ライオンキング」のナンバーやドレミの歌、お
かあさんといっしょシリーズなど、楽しい曲がた〜くさん！

8月8日（土）

出 演
ココマムシャンソンズ

2Fふれあいひろば
11：00（開場は10分前）
無料（整理券は7月7日から配布 電話予約可）

定員
80名

※当日お席に余裕がある場合は整理券なしでもご入場いただけます。

7月17日（金）

２Ｆホール 全席指定
18:00
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）
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）
一般 ３,１５０円 大学生以下 ９００円 ペア券 ５,４００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。

7月11日（土）

３Ｆプラネタリウム室 全席自由（限定170名）
13:30
2,700円
3,000円（当日500円増）
Lコード：55629

出演：角 渉（Ｐｆ）
予定曲目：
「アイガットリズム」、
「星に願いを」、
「Ｆ
（オリジナル）」他
※曲目は変更になる場合がございます。

9月19日（土）

１Ｆレストラン 全席自由
17:00（開場は45分前）
Lコード：56111
一般 6００円（当日200円増）
一般 50０円（当日200円増） 友の会予約 7/10（金）10:00〜

※１ドリンク付き

※未就学児の入場はご遠慮ください。

出演：角渉ジャズトリオ（角渉（Ｐｆ）
・小平尭生（Ｂ）
・藤木亨（Ｄｒ））
予定曲目「スペイン」
「ルパン三世のテーマ」
オリジナル曲として「ラッシュアワー」
「夜行バスの曲」他

10月31日（土）

※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
18:00（開場は30分前）
一般 １，０００円（当日２００円増）ペア券 １，８００円（前売のみ）
Lコード：56113
一般 ９００円（当日２００円増）ペア券 １，６２０円（前売のみ）
友の会予約 7/10（金）10:00〜

（２Ｆホール・プラネタリウム・銀河の間・食べ物等一部有料のものもあります）各催し物の時間帯は予定ですので、余裕を持っておこしください。

夏劇!すばる演劇フェスティバル2015（整理券は7月7日（火）からすばるホール他で配布開始。）※お席に余裕がある場合は整理券なしでもご入場いただけます。
劇団たふたふ

『てぶくろをかいに』

やさしい母ぎつねとかわいい子ぎつね。寒い雪の日に、子ぎつ
ねは町まで一人でてぶくろを買いに行きます。
さて、
てぶくろを買って無事に帰ることができるでしょうか？

①7月20日（祝・月） ②8月27日（木）
10:30（開場は10分前）
2Fふれあいひろば 全席自由

入場
無料

定員80名

『パミレス!!』

さえない大学生のケンちゃん、いっちー、バッハの3人は、毎晩
学校終わりにファミレスに通うのが日課。そこで3人はいつもダ
ラダラとゆるい話に花を咲かせては、あり得ない空想に浸って
いた。さぁ今夜も、3人の空想が幕を開ける。
日常的に音楽、
ダンス、芝居を勉強している芸大生ならではの
前代未聞の複合パフォーマンスショー。14学科からなる芸大
生が、学科の垣根を越え、一つの芝居を完成させた。ありそうで
なかった100%芸大プロジェクト！

〜タマシイが集まる、あやかしの書店〜

「幽霊の本ばっかり集めたんや。」老人が半生をかけて集めた本
の整理を頼まれた『何でも屋』の綿貫（わたぬき）は,不気味な
古本屋にたどりつく。

①7月25日（土）②7月26日（日）
13:30

2F小ホール 全席自由 定員100名
クリオネ（マリオネット）

①7月28日（火）13:30
入場
②7月31日（金）10:30（開場は各10分前） 無料

入場
無料

14:00（開場は10分前）
2Fホール 全席自由（エリア限定）
整理券不要

14：00 大分県立大分豊府高校演劇部
『うさみくんのお姉ちゃん』
作／中原久典
15：15 佐賀県立佐賀東高校演劇部
『ママ』
作／いやどみ☆こ〜せい・佐賀東高校演劇部

4F銀河の間 全席自由
各120席
対象：小学校 高学年以上

師

片平

（2015 公演出演者の皆さん）
春野うららの劇団に或る日突然、一人の少女が現れた。「あの空の向こ
う、スバル星からやってきた」という南禅寺いちごが巻き起こす大騒動。
それは感動のクライマックスへの序章だった。

8月9日（日）

制作／クエール企画

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

一般発売

7/16（木）
10：00〜

講

敦

師

井田寛子

（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」

（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〜

7月18日（土） 9月12日（土）
Lコード：55052

Lコード：55062

3Fプラネタリウム室 全席自由（限定各170名）
14:00
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）
※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

初日は電話
予約のみ

10:00

3Fプラネタリウム室
500円（当日共）

450円

友の会予約 7/16（木）10:00〜

全席自由（限定各80名）

※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。

お天気教室 in プラネタリウム

講

高校演劇全国大会出場校の心に響く舞台。
今、青春真っ盛りの高校生たちが全力で演じる！

入場
無料

入場
無料

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。

しょうへい

9月18日（金）

時は6世紀の河内飛鳥。権力争いが絶えず、罪なき民が争いに
巻き込まれていた。この国を救うのは「神」か「仏」か。

①8月15日（土）14:00
②8月16日（日）13:00

出場校／
第一中学校、第二中学校、
第三中学校、金剛中学校、
葛城中学校、喜志中学校、
藤陽中学校、明治池中学校、
太子町立中学校
河南町立中学校
ＰＬ学園中学校・高等学校、
Sirius Wind Band

Lコード：55106

『あすか〜明日、咲く花』

2Fふれあいひろば 全席自由
定員80名

スバルより永遠の愛を込めて

モロッコ

中高生エンターテイメント集団ゲキトモ

プラネタリウム
特別投映

9月26日（土）

星空アロマ

お問い合わせ 0721−24−1231（富田林青年会議所事務局）

7月20日（月・祝）
12:00

２Ｆホール

入場無料

共催／ＪＣ吹奏楽フェスティバル実行委員会
一般社団法人富田林青年会議所

すばるクラフトシリーズ

ジェルキャンドル
制作体験会
暑い夏に涼しげなジェルキャンドルを作ろう
！夏休みの工作にい
かがですか！
？

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!!!

7月26日（日）

２Ｆホール 全席指定
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）
15：00
6,000円

※未就学児入場不可

すばるスペースアート展2015
幼稚園、小学生、中学校美術部が描く
「宇宙」
をテー
マにした空想画展。
子どもたちの自由な発想力、豊かな想像力をご覧くださ
い。

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…

18:00（開場は15分前）
3Fプラネタリウム室 全席自由
500円（当日共）
協力／ディーヴァアロマセラピースクール

80名
限定
約40分

香りのメニュー

「integrity 誠実に」

（ブラックペッパー・プチグレイン・ローズウッド）

ドイツ青少年オーケストラとの

国際親善第九演奏会

富田林市内をはじめ、近隣
の中学校とSirius Wind Band
の全12団体が出場する吹
奏楽の一大フェスティバル！

7月17日（金）Lコード：56370

2Fふれあいひろば 全席自由

①「嫁にいったキヌ」
「楽しいお散歩」
「ゆかいな仲間」
②「鬼と若者」
「楽しいお散歩」
「ゆかいな仲間」

高校演劇全国大会出場校招聘公演
8月2日（日）

入場
①8月18日（火）13:30
②8月20日（木）10:30（開場は各10分前） 無料

ジャパン・ツアー2015
第１１回ＪＣ吹奏楽フェスティバル ベンチャーズ
“Mr.テケ・テケ”ドン・ウィルソン ラスト・ツアー！
！
！

地上最大のショウ

発売中

入場
無料

新屋英子一座２０周年記念公演

13:00（開場は20分前）
2F小ホール 全席自由
定員100名

〜あの名作の感動をスクリーンで、
もう一度！〜

『どうぞのいす』
『 天狗のはうちわ』

2015年版『砂漠の薔薇』作・演出／鶉野昭彦

8月9日（日）

トップレベルの高校演劇

『古本屋怪談』

『嫁にいったキヌ』『鬼と若者』『楽しいお散歩』『ゆかいな仲間』

パフォーマーズクルーすばる座

すばるワンコインシネマ

人形劇団ＺＯＯっと

劇団つつじ満開座25周年公演

8月13日（木）14日（金）
13:30受付開始（16:30受付終了） 制作時間：約40分
３Fプラネタリウム室前
１セット1,000円（材料費・各日20セット限定）
※ジェルが固まるまで20分程度必要です。
※セットにはガラス細工1個を含みます。追加購入も可。

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

8月29日（土）
14:00

２Ｆホール 全席自由
Lコード：56450
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

レストランが
リニューアルオープン！
すばるホール内のレストランがリニューアルオ
ープンしました。
毎年丹精込めて作ったこだわりの奈良県産
米を使用し、女性に人気の有機野菜を活かし
たヘルシー料理が自慢のお店です。
農家の方々から届けて
いただいた旬の食材や、
自家製ブルーベリーを
使ったメニューで皆様を
お待ちしています。

ブルーベリーミルクフロート

7月18日（土）〜20日（月・祝）
10:00〜17:00

3F展示室

問い合わせ すばるホール 0721−25−0222

無料

営業時間

午前10時〜午後６時

（午後５時30分ラストオーダー）
問い合わせ
カフェレストランすばる 0721−26−3755（直通）

