
プラネタリウム・大型映像を見よう！

～平成27年12月27日（日） すばるホール芸術文化助成事業
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15:00 「小さな世界はワンダーランド」 「ポケモン XY」

火・木 水・金

HAYABUSA2
－RETURN TO THE UNIVERSE－

プラネタリウム番組

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。

©ライブ ©HAYABUSA2制作委員会

約45分

プラネタリウム番組

宇宙を埋め尽くす無数の脅威！
キズナの力で未来を切り拓け！

ポケットモンスター  XY　宇宙の破片
そ  ら      はへん

「しまじろう」

「ポケモン XY」

「小さな世界はワンダーランド」

時間

11:00

13:00

14:30

16:00 「ハヤブサ2」 「星空散歩」

土 日・祝

大

大

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） 

観
覧
料

休
止
日

平日月曜日 休館日のため
12月28日～平成28年1月4日 年末年始休館のため
1月12日～15日 番組入替のため

※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。

■12月5日（土）は字幕付き投映を実施します。

※前半に季節の星空解説付

約45分 ※前半に季節の星空解説付

©Benesse Corporation／しまじろう ©Rob Drewett / BBC 2014  ©BBC Worldwide大型映像番組

プラネタリウム 大型映像大

出演／桂文之助
　　　桂ざこば
　　　桂そうば
　　　豊来家一輝　
　　　（太神楽曲芸）

出演：晴雅彦（バリトン）
　　　荒尾岳児（ピアノ）

すばる
寄席

新春恒例、桂文之助独演会！
富田林市在住の桂文之助が
円熟した落語を披露します。

国内外で大活躍！
今をときめく富田林市出身のオペラ歌手
晴雅彦のデビュー２５周年記念リサイタル。

<予定曲>
シューベルト ： 双子座の星に寄せる舟人の歌
シューマン ： 僕の苦悩の美しいゆりかご 
コルンゴルト ： オペラ「死の都」 より
　　　　　 "私の憧れ、私の迷い"
岩切正一郎作詞 / 笠松泰洋作曲
委嘱新作歌曲集「果てしない庭」ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

新年も豊富なイベントラインナップ

ＷＡＤＡＩＫＯ ＴＡＯ
「情熱ＬＩＶＥ ＴＡＴＡＫＩＭＡＫＵＲＥ」

©DRUM TAOドドーン！！！
熱気、振動、ほとばしる汗。
和太鼓ドラマー達の爆発的勢いを直に感じられる新たなステージ。
これまでのＴＡＯを率いてきた中心的メンバーと、アグレッシブ
な若手メンバー達による、新生ＴＡＯが誕生！
これまでとひと味もふた味も違った、エネルギー溢れるＴＡＯの
スーパーライブ！！

アヒルの村に誕生した３羽のひな鳥。１羽だけ他のアヒルと異なっていまし
た。名前はペチャンコ。ペチャンコは、近所のアヒルたちや、お兄ちゃんにまで
も馬鹿にされ、いじめられ、自信をなくし、ついに家を飛び出してしまいます。
そこで出会った動物たちに勇気をもらい、自分を大切にすることを教えら
れ、お父さん、 お母さんの元に戻ります。
ペチャンコの親切で優しい心が家族の心を揺さぶり、一家は幸せな冬を過ご
します。そして春になったある日、とんでもない事が・・・。
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！
アンデルセン童話を今の世にカッパ座が語る愛と感動の物語

※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

２Ｆホール  全席指定14：0０

Lコード ： 59703
ぴあ（Ｐコード ： 274-469）、イープラス、ＣＮプレイガイド

一般 3,500円　高校生以下 3,000円（当日各500円増）
一般 3,200円  高校生以下 3,000円

1月24日（日）平成28年

ゲスト：桂ざこば

平成28年1月10日（日）
※未就学児の入場はご遠慮ください。 制作協力／㈱米朝事務所

４Ｆ銀河の間  全席自由（限定400名）14：0０（開場は45分前）

2,300円（当日500円増）
Lコード ： 58841

2,0００円

平成28年2月14日（日）

※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こども料金が必要）

２Ｆホール  全席自由①１０：３０ ②１４：３０

おとな（中学生以上）１６００円  こども（３歳～小学生）１１００円（当日各500円増）

Lコード ： 56449
阪南カッパ友の会 0721-24-6486　南大阪カッパ友の会 070-5500-5509　セブンチケット http://7ticket.jp

うちゅう      う       つ           む  すう    きょうい

ちから     み らい      き     ひら

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。

しまじろうと
たんじょうびのおほしさま

プラネタリウム番組

約40分 ※前半に季節の星空解説付 12月27日（日）投映終了

小さな世界はワンダーランド
～TINY GIANTS～

小さな命の大きな成長のものがたり
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。

約43分 ※星空解説はありません

デビュー25周年＆
すばるホール開館25周年記念

晴 雅彦
バリトン・リサイタル

平成28年3月13日（日）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

２Ｆホール  全席指定14：0０
一般 2,000円　高校生以下 500円（当日各500円増）

Lコード ： 57821

一般 1,800円　高校生以下 450円 友の会予約 12/6（日）10:00～

12/12（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

すばる交響楽団 第24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♪

予定曲目／交響的物語（プロコフィエフ）「ピーターと狼」　～大人も十分楽しめる芸術
作品～、ひばりハイドン、ロマンス ベートーヴェン ソロ 松長信子、カルメン前奏曲  他

主催・お問い合わせ：すばる交響楽団　090－8376－2801

指揮：松長　徹
賛助出演：大阪大谷大学　峯ゼミ　

２Ｆホール  全席自由 １,０００円（当日２００円増）
11月8日（日）

13：3０

主催・お問い合わせ：だんぱく実行委員会090-2353-4349（お問合せは18：00～21：00でお願いします）
３Ｆ展示室  他 入場無料

11月22日（日）
１０：００～１９：００

国際社会福祉・文化交流事業 第１９回「心と心のふれあいコンサート」
～つくりだそう 音のかけ橋～

今年度は中国琵琶奏者のエンキ氏とヴァイオリン奏者のアテフ・ハリム氏をお招きします。多彩
な音楽を通じて豊かな社会の創生を目指しています。秋のひととき、心に残るコンサートをお
楽しみください。

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
２Ｆホール  全席自由 一般 ２,０００円  小中高生１，０００円（前売・当日共）

11月21日（土）
18：00（開場は１時間前）

第24回 すばる第九シンフォニー2015
ベートーヴェン作曲 交響曲 第九番 二短調 作品125 (合唱付)他
指 揮／佐々木 宏　管弦楽／八尾フィルハーモニー交響楽団
ソリスト／ソプラノ 西尾 薫　 アルト 橘 知加子　　テノール　谷 浩一郎 　バリトン
松澤 政也　合 唱／すばる第九を歌う会

主催・お問い合わせ：すばる第九を歌う会　代表　畑中茂　0721－24－8196
２Ｆホール  全席自由 1,０００円（当日200円増）

12月13日（日）
14：00

 南河内地車博覧会2015  だんぱく2015
だんじり

熱唱ライブ2016
～愛・生きる力～

山内惠介

3月21日（月祝）
２Fホール　全席指定
14：0０

5,800円

5,300円

Lコード ： 57812

平成28年

※未就学児の入場はご遠慮ください。

劇団カッパ座富田林公演劇団カッパ座富田林公演

後援／　　　　　　・ ㈱サンテレビジョン

協力／富田林市カラオケ連絡会

友の会予約 11/28（土）10:00～

12/5（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会先行販売で会館の取扱い枚数に達した場合、
一般発売はローソンチケットのみとなります。

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）

チケットぴあ

072-365-9590

072-950-5504

0570-02-9999

ニシバタ楽器・千代田センター

ラブリーホール

ＣＮプレイガイド

0721-53-2480

0721-56-6100

0570-08-9999

□さやか寄席　桂文枝独演会
●2016年1月23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/桂文枝 他
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
□さやか寄席　吉弥 よね吉 二人会　●11/14（土）チケット発売
●2016年2月21日（日）　●14：00開演（13：30開場）　●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 他
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。

□シネマ de ラブリー「愛を積むひと」　●発売中
●12月22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
●前売り 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 
※各回入替制　※上映時間125分
□第63回らぶりい寄席　桂文珍 独演会　●10/31（土）チケット発売
●2016年3月20日（日・祝）　●14：00開演（13：30開場）　●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> 11月2･9･16･30日　12月7･14･21･28～31日　1月1～4日

□LICオルガンコンサート
　「時空トンネルをぬけて400年音楽の旅」～パイプオルガンがお連れするカラフルな世界～
●11月14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：北村あゆ美（オルガン）　※未就学児入場不可
□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、うたって、ひいて、お祝いだ ～心にひびく歌とオルガン～」
●12月12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（当日各500円増）
●出演：土橋薫（オルガン・お話）/畑田弘美（ソプラノ）/松原友（テノール）,矢田部知子（打楽器）
※3歳以上有料

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.
November & December

11&12
SUBARU NEWS

News

ホール

行　事　名 会　場 開演時間 前売料金 主催・お問い合せ先

11
月

主催・お問い合せ先

12
月

5日（土）

3日（木）

6日（日）

12日（土）

23日（水祝）

26日（土）

アメリカ軍軍楽隊コンサート ホール 18:30 3000円

2015とんだばやし人権フェア 銀河の間 10:00 無料

プティフィーユバレエスタジオ30周年記念発表会「コッペリア」他 ホール 14:00～（予定） 無料

第30回マイウェイコンサート　魅惑のタンゴ ホール 14:30

第7回半澤正司オープンバレエスタジオ発表会 ホール 14:30 無料

ゲキトモ演劇公演（わくわく演劇体験2015冬） 小ホール 13:00 無料

3日（火祝）

14日（土）

1日（日）

富田林市高齢介護課
0721－25－1000（内183）

15日（日）

20日（金）

29日（日）

23日（月祝）

SAKO BALLET STUDIO
080－2525－7812
七田ﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ金剛教室
0721－40－0077

くれよんピアノ音楽教室 稲田和恵
090－7111－8089

関西瑞穂運輸株式会社  石見神楽公演事務局
0721－80－2781石見神楽すばるホール特別公演 ホール

富田林市民文化祭　市民舞踊会 ホール 11:00 無料 すばるホール

第19回くれよんピアノ音楽教室発表会 小ホール 10:00 無料

とんだばやし認知症市民フォーラム 銀河の間 13:00 無料

第2回SAKO BALLET STUDIO発表会 ホール 15:00 無料

ﾊｰﾓﾆｰﾋﾟｱﾉ教室、七田ﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ金剛教室 Chatterbox Preschool子ども発表会 銀河の間 11:00 無料

第4回家庭園芸セミナー「果樹栽培の決め手冬場の管理技術」 小ホール 14:30

第三回富田林唄三線同好会発表会　唄三線のつどい 小ホール 10:30 無料

Dance・Chanessジャズダンス発表会～時を越えて ホール 15:00 無料

A席3000円
B席2000円

（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所
推進グループ　072－979－7070
富田林唄三線同好会  代表 北勝子
090－4768－8600
ダンス・シャネス江崎衣躬
090－7352－2828

富田林市人権政策課
0721－25－1000（内472）

松本日弥呼
090－9691－1679

花岡小夜香
090－8539－2912
マイウェイ福祉の会後援会
050－7100－0733
半澤正司オープンバレエスタジオ 半澤正司
06－7503－9830
ゲキトモ谷川
090－1968－7541

参加無料
要事前申込 11/17迄

大人 3000円
小人 2000円

①11:00
②13:40



舞台『ライン（国境）の向こう』

12月19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「creation 誕生」
（乳香・没薬・サイプレス のブレンド）

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

80名
限定

芸術の都・パリから届いた世界最高の舞台に触れる至
福の時間を、あなたへ。
パリ・オペラ座で上演されるオペラをスクリーンに上
映します。
今回の作品は２０１３年１１月に上演されたヴェルディ
の名作「アイーダ」。
神秘的な古代エジプトの恋物語を演出家ピが近代
化。斬新さで客席を圧倒します。

すばるワンコインシネマ最終回を飾る作品は、
アカデミー作品賞をはじめ 10 の賞を獲得した、
ヴィヴィアン・リー主演の名作『風と共に去りぬ』
です。最終回にふさわしいこの大作をホールで
開催します。
（1939年/アメリカ映画/211分/カラー/字幕スーパー）

※前売りで完売した場合、当日券はございません。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

※本作品は映画です。オペラの実演ではありません。 ※休憩あり。

2,000円（当日200円増）
２Ｆホール（１階席のみ） 全席自由13:30

平成28年 1月31日（日）

平成28年 3月18日（金）

Lコード ： 52046

上映時間：３時間５分
指揮：フィリップ・ジョルダン
演出：オリヴィエ・ピ
言語：原語（イタリア語）上演
　　　※日本語字幕つき
キャスト：オクサナ・ディカ
　　　　　マルセロ・アルバレス
　　　　　ルチアーナ・ディンティーノ  ほか

【脚本】古川健　【演出】日澤雄介
【出演】戸田恵子、高田聖子（劇団☆新感線）小野賢章、清野菜名、
浅井伸治、岡本 篤、西尾友樹、（劇団チョコレートケーキ）
谷仲恵輔（JACROW）、寺十 吾（tsumazuki no ishi）、近藤芳正（バンダ・ラ・コンチャン）

ライブビューイング ～パリ・オペラ座へようこそ～

『アイーダ』作曲：ジュゼッペ・ヴェルディ
星空シアター

劇団チョコレートケーキwithバンダ・ラ・コンチャン

青木カレン プラネタリウムライブ

1,800円 平成28年 1月30日（土）
©elisa_haberer_opera

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！～風と共に去りぬ

～すばるワンコインシネマ最終回～

11月20日（金） Lコード：55119
クレール最初のトーキーで、人情喜劇。リアルだが、おとぎ話の中の町のように親
しみやすい“どこにもない”場所で展開される、男女の素朴な物語……。　
（1930年作/フランス映画/96分/モノクロ/字幕スーパー）

巴里の屋根の下

平成28年 1月15日（金）Lコード：55121
エミール・ゾラの小説『テレーズ・ラカン』が原作。舞台を映画公開時の時代に翻
案した作品。ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞。
（1953年作/フランス映画/102分/モノクロ/字幕スーパー）

嘆きのテレーズ

※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

※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。　※途中休憩あり

500円（当日共） 450円　
2Fホール（1階席のみ）  全席自由13:00

プラネdeえほん
プラネタリウムで絵本を読もう！

11月12日（木）12月10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。

10:30～11:00（開場は15分前）

宮川彬良＆Osaka Shion Wind Orchestra（旧大阪市音楽団）富田林演奏会
文化芸術振興パートナーシップ協定記念

11月23日（月・祝）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般  ２，5００円　高校生以下  1，0００円（当日各500円増）
２Fホール  全席指定15：00

一般  2,250円　高校生以下  900円

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。
ゲストは3人組ボーカルエンターテイメントグループ
『ダイナマイトしかりきサ～カス』。

〈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Ⅱ、
大阪弁ラーニング ほか
※富田林高等学校吹奏楽部・ももせ合唱団との共演
　曲もございます。
※曲目は変更になる場合がございます。

11月8日（日）
※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

一般  1,0００円　高校生以下  5００円（当日各200円増）２Ｆリハーサル室  全席自由（限定80席）13：30
Lコード ： 57796 一般  900円　高校生以下  450円

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１４回目となる今回は、国と時代を越え
た様々な作曲家のクラリネットの名曲を
ご紹介いたします。

予定演目
ガーシュイン ： 3つのプレリュード
ラフマニノフ ： ヴォカリーズ、パガーニーニ
狂詩曲より第18変奏
ヴェイネル ： ペレギ・ヴェルブンク（ハンガリー舞曲）
サン＝サーンス ： クラリネットソナタより
吉松　隆 ： 鳥の形をした4つの小品より
ブラームス ： クラリネットソナタより

とんだばやし演奏家協会
クラリネット ア・ラ・カルト～音楽で巡る世界紀行～私の街でクラシックVol.14

『キッズダンスワークショップ』参加者募集！ シニアに役立つ、楽しいスマホ教室 すばるクリスマスツリーコレクション2015 参加者（団体）募集！

日本センチュリー交響楽団首席クラリネット奏者
クラリネット　持丸秀一郎

ピアノ　樋上 愛加

12月26日（土）

ショパン：バラード第4番ヘ短調 Op.52
チャイコフスキー：ドゥムカ
～ロシアの農村風景～ Op.59 ほか

［演奏予定曲］

Lコード：56461 Lコード：56464

川  上  夢  呼
（東京藝術大学２年）

2013堺国際ピアノコンクール高校生部門第1位

2月6日（土）
平成28年

シューマン：幻想小曲集 Op.12から
『夕べに』『飛翔』
ラヴェル：「夜のガスパール」より
“オンディーヌ”ほか

［演奏予定曲］

小  嶋  早  恵
（大阪信愛女学院高等学校１年）

2013ショパン国際ピアノコンクールinASIA中学校の部アジア大会銀賞

Lコード：56465

3月5日（土）
平成28年

ショパン：エチュード イ短調 
Op.10-2
ショパン：バラード第4番ヘ短調 
Op.52　ほか

［演奏予定曲］

山  内  海  波
（神戸女学院大学１年）

2014ショパン国際ピアノコンクールinASIA高校生部門アジア大会努力賞

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

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）※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。

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

高校演劇コンクール
（第65回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会）

地域の高校演劇部員たち約１００名が全力で舞台に挑む！
14：00 金剛高校『Crime Chat』
15：10 狭山高校『家族会議』
16：20 清教学園高校『からっぽキャンバス　ばらばら絵の具』

  9：30 東百舌鳥高校『魁！映画研究同好会！』
10：40 精華高校『恋するヨウカイ』
11：50 河南高校 『マコト協奏曲～「プロのフルート奏者」って3回言ってみな！～』
13：50 帝塚山学院泉ヶ丘高校『境界線』　
15：00 関西福祉科学大学高校『日曜大作戦』

2014年の公演より

癒し空間

すばるパソコン教室特別編

～花とクラフト☆☆☆コラボレーション～
アレンジメントフラワーとデコ
パージュなどのかわいいクラ
フト作品の合同展示会。
“癒しの空間”をどうぞごゆっく
りご鑑賞ください。
ワークショップ（有料）や販売コ
ーナーもございます。詳細は
お問い合わせください。

５日（土）は展示会場にてミニ・コンサートを開催します。
・富田林市三曲協会によるお箏の演奏（13時～、14時30分～）
　※コンサート開催中はワークショップの受講はできません。

12月4日（金）・5日（土）
3F展示室10：00～18：00（5日は17時まで） 無料

11月7日（土）・8日（日）
2F小ホール（小劇場スタイル） 無料

ジャズシーンに輝く美しきディーヴァ・青木カレンが星空のもとお贈
りするスペシャルジャズライブ！
2014年夏のフジテレビ系ドラマ｢昼顔～平日午後３時の恋人たち｣
（主演：上戸彩）のメインテーマ曲や、映画「ガリレオ　真夏の方程式｣
の挿入歌を歌唱。オリジナル曲は宝塚歌劇団雪組公演のレビューで
も使用された。

とある山奥のその集落は、何故か国境で二つに区切られた。

敗戦の結果日本列島は、日本国と日本人民共和国に分断された。 某県の山中、ごく小さな集落にも国境線があった。
しかし、村人たちが気になるのは今年の農作業と収穫のことばかり。冷戦の最前線で営まれる、ごくごくささやかな生活。
だが、歴史の波がじわじわと集落に忍び寄る…
読売演劇大賞、紀伊國屋演劇賞受賞
数々の演劇賞を受賞し、今、東京で最も話題の劇団チョコレートケーキが近藤芳正率いる
バンダ・ラ・コンチャンとタッグを組み、超豪華メンバーを迎えて贈る！
『緻密な調査に基づき描かれる古川健の劇作と、ハードな台詞表現の内に、人間味を凝縮させる日澤雄介の演出が加わり、
ある種の極限状態にいる者たちの存在に肉迫していく。』
骨太と評される彼らの舞台づくりには、賞賛の声がやまない 。
２０１４年、大正天皇の一代記を描いた『治天ノ君』で、第２１回読売演劇大賞選考委員特別賞を受賞。
２０１５年には劇団としての実績が評価され第４９回紀伊國屋演劇賞団体賞を受賞。
さらに、今年4月に上演した『追憶のアリラン』が2015年上半期の読売演劇大賞作品賞にも選ばれるなど、今、最も
注目される舞台。 　大阪、近畿はもとより、関東以外では すばるホールのみの超プレミアムステージ。

<予定曲>
Fly me to the moon、Corcovado、Sunny、Carnival、
Close to you ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

出演：青木カレン（Ｖｏ）
　　　石川周之介（Sax.Fl）
　　　伊藤志宏（Pf）

※未就学児の入場はご遠慮ください。 制作協力／アオイスタジオ

３Ｆプラネタリウム室  全席自由（限定１７０名）16：0０ 3,000円（当日500円増）
Lコード ： 56451 2,7００円

1月9日（土）

小学生クラス、中学生・高校生クラス（各クラス先着50名）
富田林市在住・在学の小学2年生から高校2年生まで（H27.11.1現在）
初心者でダンスに興味があり、練習に参加できる方。
すばるホールに備え付けの応募用紙に記入して、すばるホール2F受
付カウンターまで。（応募用紙はホームページからもダウンロードしていただけます。）
無料（但し、すばるキッズダンスミュージカル公演のチケット販売協力が必要です。）
平成27年11月6日（金）10:00～平成28年1月15日（金）
※定員に達した時点で終了します。

平成28年1月17日（日）・31日（日）、2月7日（日）・21日（日）
3月6日（日）・21日（月祝）、4月3日（日）の午前中
（5月以降も月1回程度の練習があります。）
藤原美紀、SHINOBU、RINA、NANAMI

初心者を対象としたヒップホップダンスのレッスン参加者を募集
します！こども達で作り上げる感動のステージ『すばるキッズダン
スミュージカル』の１シーンに出演しよう！！

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。
ツリーはすばるホール２階ロビー等で11月24日（火）から12月25日（金）まで展示します。

スマートフォンに関心はあるけれども使えるか不安がいっぱいという方や
すでに購入したけれど使い方がよくわからないといった50才以上の方

募集人数
募集対象

応募方法

参 加 費
受付期間

練習日程

講　　師

11月10・17・24日の毎火曜
午後1時30分～午後４時まで（３回１講座）
すばるホール２階ふれあいひろば
先着16名
11月4日（水）午前10時より電話受付開始、最低実施人数８名
50才以上のスマートフォンに興味のある方
NPO法人きんきうぇぶ

Galaxy Note3を使って
「インターネット」「テレビ」「ラジオ」「ライン」「カメラ」
「地図検索」など日常生活や災害時に役立つス
マートフォンの活用術をご紹介します。

日　時

場　所
定　員

対　象

受付・申込先

内　容

講　師

『すばるキッズダンスミュージカル』
平成28年8月21日（日）　すばるホール2Fホール

※こどものみでの参加はできません。保護者の同伴をお願いします。
※当日は厳しい寒さが予想されます。ご参加の方は防寒を十分にお願いします。

3Fプラネタリウム室  全席自由18:00（開場は15分前）
おとな 500円　こども（4歳以上～中学生以下） 250円

申込み：11月7日（土）午前10時から　限定60名（定員になり次第受付終了）

平成28年 1月9日（土）

18:00～当日の星空解説（プラネタリウム）
18:30～望遠鏡の説明・見所
19:00～屋上にて観望会（晴天時）
　　　　　　  ※雨天・曇天時は別プログラム

内容

すばるスターウオッチングクラブすばるスターウオッチングクラブ

「オリオン大星雲をみよう！」「オリオン大星雲をみよう！」

おしるこ付き

協力／那須香大阪天文台

共催／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  後援／大阪府教育委員会（予定） 
※満員の際は立ち見となる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

※ツリー本体はすばるホールでご用意します。装飾は各自でご用意ください。

※応募用紙はホームページ〔http://subaruhall.org/〕からダウンロードもできます。

１１月７日

１１月 8日

募　　集
参 加 費

12団体（申込み先着順）
無料

申 込 み 応募用紙に必要事項を記入し、すばるホールまで
Ｅメール（oubo@tondabayashi-culture.org）、
Faxでの応募も可能(受付期間 ～11/15)

参加者募集（受講料無料・オリジナルテキスト無料進呈）

NPO法人きんきうぇぶ 0721－29－0019

※ペア券、トリプル券、ダブルペア券は前売りのみ、すばるホールのみ販売　※未就学児の入場はご遠慮ください。

２Ｆホール 全席指定15：0０
一般 4,000円、高校生以下 3,000円（当日各500円増）、ペア券 7,600円、トリプル券 10,800円、ダブルペア券 13,600円

Lコード ： 51302、ぴあ（Ｐコード ： 446-501）、イープラス、ＣＮプレイガイド

上記より各1割引

平成28年

2015年4月上演の舞台『追憶のアリラン』より

Lコード ： 57768

13:30～16:30受付（制作時間約40分）
１セット1,000円（材料費）12月19日（土）

ジェルキャンドル制作体験ジェルキャンドル制作体験ジェルキャンドル制作体験
～クリスマスにぴったりのキャンドルを作ろう！～

すばるクラフトシリーズすばるクラフトシリーズすばるクラフトシリーズ

限定
20名3Fプラネタリウム前

Osaka Shion Wind Orchestra（フリーコール）0800-919-5508（日祝を除く10時～17時30分）

初心者限定 HIP 
 HOP

11/19（木）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 11/19（木）10:00～


