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すばる友の会前売料金

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）

S UBA R U N EWS

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

一般発売

（初日は電話予約のみ受付、10:00開始）

デビュー25周年＆
すばるホール開館25周年記念

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
00：00〜

山内惠介

晴 雅彦

熱唱ライブ 2016

バリトン・リサイタル

〜愛・生きる力〜

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「鳥のように」ほか

3月21日（月・振休）

※曲目は変更になる場合がございます。

14：0０

出演：晴 雅彦（バリトン・大阪音楽大学教授）
荒尾岳児（ピアノ）

２Fホール 全席指定
Lコード：57812

3月13日（日）
14：0０

5,800円

5,300円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

Lコード：57821

２Ｆホール 全席指定

一般 2,000円 高校生以下 500円（当日各500円増）

後援／

一般 1,800円 高校生以下 450円

・㈱サンテレビジョン

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。 後援／大阪音楽大学

企画・制作：三井エージェンシー／フレンド企画／ニッポン放送

劇団カッパ座富田林公演

大阪音楽大学の教員、
卒業生、
学生が各種コンサートをお贈りします。
晴 雅彦バリトン・リサイタルと併せてお楽しみください。

● 公演スケジュール ●
公演時間

公演名

（各15分前開場）

DAI-ONミュージカル
笑顔さん♪集まれ！
ファミリーコンサート

DAI-ONミュージカル研究会：
麻生麗奈、小西奈津子、
小林未来、上願由佳、
宮地奈々子

DAIONブラスクインテット

金井晶子
（トランペッ
ト）
滝村洋子
（トランペッ
ト）
水井明日香
（ホルン）
小坂奈々
（トロンボーン）
濱地洋伸
（テューバ）

16：15〜

藤井快哉ピアノ・リサイタル

藤井快哉
（ピアノ）

18：30〜

DAIONパーカッション
コンサート

Percussion Performance
“Leverage”
葛西友子、真田千依、
山縣雅志、光本諭史

11：00〜
① （入場無料）
※要整理券

②

③

④

出演者

13：00〜

予定曲目
「さんぽ」
「夢をかな
えてドラえもん」
「レッ
ト・イット・ゴー〜あり
のままで〜」ほか
金管五重奏曲
作品73（M.アーノ
ルド） ほか
ラ・カンパネラ
（リス
ト）、幻想即興曲（シ
ョパン）
ほか
ティコティコ
プリンクプルンク
プランク
情熱大陸

※曲目は変更になる場合がございます。

3月13日（日）

Lコード：59080
（②〜④共通）

２Ｆリハーサル室 全席自由

各公演500円（当日共）※１１時公演は無料

450円

※１１時公演の入場整理券はすばるホールで配布中

※１１時公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。 ※各回入替制、各回限定80名

協力／大阪音楽大学

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
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

2月14日（日）

①１０
：
３０ ②１４
：
３０

２Ｆホール 全席自由
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
１１００円（当日各500円増）
１６００円 こども（３歳〜小学生）
おとな（中学生以上）

※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）

すばるイブニングコンサート

とんだばやし演奏家協会

私の街でクラシックVol.15

レクチャー＆ミニコンサート「オペラの世界へようこそ」

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…というコンセプトに
始まったシリーズコンサート
第１５回目となる今回は、「オペラってミュージカル
とどう違うの？」
「なんだか難しそう・・・」という方に、
オペラの楽しみ方や裏側を、オペラ歌手による実際
の歌やお話もまじえながら、わかりやすくお話ししま
す。

2月6日（土）
小 嶋 早 恵

（公益財団法人びわ湖ホール 音楽企画アドバイザー）

2月13日（土）

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

※未就学児の入場はご遠慮ください

Lコード：59072

制作協力／株式会社東音企画

※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。

青木カレン プラネタリウムライブ
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。

出演／桂文之助

<予定曲>
Fly me to the moon、Corcovado、Sunny、Carnival、
「Never Again」
（ドラマ「昼顔」
メインテーマ曲）
ほか

桂ざこば
桂そうば

※曲目は変更になる場合がございます。

豊来家一輝（太神楽曲芸）

1月10日（日）

出演：青木カレン（Ｖｏ）
石川周之介（Sax.Fl）
伊藤志宏（Pf）

ゲスト：桂ざこば

（開場は45分前）
４Ｆ銀河の間 全席自由（限定400名）
14：0０
Lコード：58841
2,0００円
2,300円（当日500円増）
制作協力／㈱米朝事務所

1月30日（土）

〜パリ・オペラ座へようこそ〜

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。
※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。

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

２Ｆホール（１階席のみ）全席自由
13:30
2,000円（当日200円増）
1,800円

Lコード：52046

※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。

16：0０

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

※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

すばるパソコン教室

『アイーダ』作曲：ジュゼッペ・ヴェルディ

ライブビューイング

個別指導なので、曜日・時間帯・内容が選べ、
自分のペースでマスターできます。
開催日時
火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

① 9:30〜10:45

○

○

―

○

②11：00〜12：15

○

○

○

○

③18：30〜19：45

―

―

―

○

④19：45〜21：00

―

○

―

○

○…開講

会
２Fふれあいひろば

場

『キッズダンスワークショップ』参加者募集！

HIP HOP

初心者を対象としたヒップホップダンスワークショップの参加者を募集します！
募集人数 小学生クラス、
中学生・高校生クラス
（各クラス先着50名）
（H27.11.1現在）初心者でダンスに興味があり、
募集対象 富田林市在住・在学の小学2年生から高校2年生まで
練習に参加できる方。
応募方法 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。）

参 加 費 無料
応募受付締切 〜１月１５日
（金）
まで ※定員に達した時点で終了します。
練習日程 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
師 藤原美紀、SHINOBU、RINA、NANAMI

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！

初心者ワークショップを修了された方は、上記のミュージカル公演の1シーンに出演することができます。出演の際には5月以降も月1回程度のレッスンを受けていただきます。
また、公演チケットの販売協力（チケット2枚4000円）
をお願い致します。

内

容

「ゆっくりシニアコース」
「就職・仕事
に役立つPCコース」
「資格取得応
援コース」
「HP作成コース」
「タブレ
ットコース」 その他、パソコン入門
やワード、エクセルなどご相談に応
じます。

受 講 料

4回券 4,800円 6回券 6,600円 8回券 8,600円
すばる友の会会員は各600円割引（会員本人のみ）。
（別途テキスト代が必要です）

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

申し込 み
午前9時〜午後9時（休館日除く）
に
２F受付カウンターで受講チケットを
お買い求めください。

開講の希望曜日・時間帯を予約できます。
（各75分）

初心者限定

講

ほか

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

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。

1月31日（日）

［演奏予定曲］
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

星空シアター

桂文之助独演会

©elisa̲haberer̲opera

残席わずか

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
※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

残席わずか

［演奏予定曲］
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

※会場ではスリッパに履き替えていただきます

すばる寄席

（神戸女学院大学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

演奏：栗原未和（ソプラノ）
二塚直紀（テノール）
二塚裕美（ピアノ）

栗原未和

山 内 海 波

（大阪信愛女学院高等学校１年）

お話：奥田もも子

二塚直紀

3月5日（土）

平成28年度前期

すばるホール芸術文化助成事業のご案内
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。

【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】
4月〜9月に実施する事業
【応募方法等】
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。
【応募期間】
1月31日（日）
まで

すばるワンコインシネマ

〜すばるワンコインシネマ最終回〜

風と共に去りぬ

〜あの名作の感動をスクリーンで、
もう一度！〜

プラネタリウムで絵本を読もう！

プラネdeえほん

嘆きのテレーズ

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）

1月15日（金）

3月18日（金）
13:00

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）

10:00

2Fホール（1階席のみ） 全席自由
500円（当日共）
Lコード：57768

450円

※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

富田林市カラオケ連絡会 第22回発表会

500円（当日共）

450円

※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。

劇団チョコレートケーキwithバンダ・ラ・コンチャン

舞台
『ライン（国境）の向こう』

残席わずか

10:30〜11:00（開場は 15 分前）
3Fプラネタリウム室

限定
100名

協力／ NPO法人ふらっとスペース金剛

2月7日（日）

２Fホール 全席自由

情熱LIVE TATAKIMAKURE

1月24日（日）

©DRUM TAO

完売の場合は補助席・立見席を販売いたします。

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、
ダブルペア券 13,600円
トリプル券 10,800円、

無料

上記より各1割引

共催／富田林市カラオケ連絡会

すばるスターウオッチングクラブ

「木星をみよう」

※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。

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！」
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

4月9日（土）

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
おとな 400 円 こども 200 円
（土）午前10時から 限定60名（定員になり次第受付終了）
申込み：1月9日

※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。
※雨天・曇天時は別プログラムで実施します。
協力／那須香大阪天文台

1月9日（土）

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
（定員になり次第受付終了）
限定60名

※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。
協力／那須香大阪天文台

地元のスターを応援！

角渉ピアノソロ＆トリオＬＩＶＥ レポート
2014年9月に初開催し、好評をいただきました大阪芸術大学在籍中の
ジャズピアニスト角渉（すみわたる）
さんのライブ２公演を開催しました。
前回公演のアンケートでリクエストの多かったピアノソロＬ
ＩＶＥを9/19
（土）
に開催。黄昏どきのレストランを会場に、
「星に願いを」や報道ステーシ
ョンオープニングテーマ「I am」など様々なジャンルの曲を演奏。アンコー
ルではオリジナル曲『ＳＵ・ＢＡ・ＲＵ』が初披露され、その感性とテクニックに
来場者全員が酔いしれました。
10/31（土）
には、小ホールを会場に、
ピアノ・ベース・
ドラムのトリオＬ
ＩＶＥ
を開催。チック・コリアの名曲「スペイン」や「ルパン三世のテーマ」なども。オ
リジナル曲はピアノソロで初披露した『ＳＵ・ＢＡ・ＲＵ』をはじめ、初のＣＤ
『空』
に収録の５曲を演奏。息のあった３人の掛け合いや熱のこもったソロパ
ートに魅了され、
２時間のＬ
ＩＶＥはあっという間でした。
この日、会場では初のＣＤ
『空』を発売。ご来場の方、ほぼ全員がご購入い
ただくほどの大盛り上がりに販売スタッフはてんてこ舞い。終演後のサイン
会にも大勢のお客様がご参加いただきました。今後の活躍がますます楽し
みです！

２Ｆホール 全席指定
14：0０
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
※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

本誌発行時点で完売している場合があります。予めご了承ください。

3月26日（土）

プラネタリウム
特別投映

おしるこ付き

内容

残席わずか

補助席のみ
取扱い

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！
！

【脚本】古川 健（劇団チョコレートケーキ）
【演出】日澤雄介（劇団チョコレートケーキ）
【出演】戸田恵子 高田聖子（劇団☆新感線）
小野賢章 清野菜名
近藤芳正（バンダ・ラ・コンチャン）他

1月9日（土）

参加
無料

WADAIKO TAO

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…

・カトレアカラオケクラブ
・カラオケ喫茶 トミー
・喜志・宮・旭・縁歌クラブ
・滝谷カラオケクラブ
・TDB カラオケ友の会
・美家
・やまびこ

（9 月公演）

1月14日（木） 2月18日（木）

とある山奥のその集落は、
何故か国境線で二つに区切られた。

出演団体

９
：
３０

3Fプラネタリウム室
Lコード：55121

全席自由（限定80名）

星空アロマ
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
「グリーンフローラル」
（・ヤロウ ・ペパーミント ・ゼラニウム）

すばるクラフトシリーズ

ジェルキャンドル制作体験
〜春のイメージでキャンドルを作ろう〜

3月26日（土）
（10 月公演）

13:30〜16:30受付（制作時間約40分）
１セット1,000円（材料費）
限定
20名
3Fプラネタリウム前

プラネタリウム・大型映像を見よう！
2月2日（火）投映開始

大型映像番組

プラネタリウム番組

皇帝ペンギン

HAYABUSA2

−RETURN TO THE UNIVERSE−

極寒の南極でこんなにも愛くるしく、
こんなにも逞しく生きる動物がいる

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。

冬が訪れようとしている南極大陸。
ほとんどの生きものが暖かい気候を求めて
移動する中、
より寒い内陸への長い旅を始
める者たちがいます。黄金色に胸を輝かせた皇帝ペンギン。
目指すは彼らの生まれ故郷。南極の中で唯一、安心して子供を産み、育
てられる場所なのです。
100キロもの行進の末、
パートナーを見つけ、
やがて産卵。
たった一つの卵を命をかけて大事に守るペンギン夫婦の感動的な姿と、
生まれた赤ちゃんペンギンが巣立つまでの愛くるしい姿が南極の大自
然を舞台にくり広げられます。
世界でもっとも過酷な子育てをする鳥、皇帝ペンギンの家族の愛の物語。

約40分

約45分 ※前半に季節の星空解説付

幼児用プラネタリウム番組

1月31日（日）投映終了

小さな世界はワンダーランド
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

時間

火・木
大

水・金

「小さな世界はワンダーランド」

「ポケモン XY」

時間

土

日・祝

時間

「たいようくんとおつきちゃん」

13:00

16:00

火・木

水・金

「皇帝ペンギン」

時間

「ポケモン XY」

土

「小さな世界はワンダーランド」

14:30

大

大

16日（土） ボランティア交流披露宴

「星空散歩」

16:00

3
月

開演時間 前売料金

13:00

無料

23日（土） 富田林市伝統文化日本舞踊こども教室発表会 小ホール

13:30

無料

30日（土） 男女共同参画フォーラムみんなで笑おう！考えよう！林家花丸さん

13:20

無料

小ホール
ホール

14日（日） キューピット新春の集い

小ホール

17日（水）
〜19日（金） なかよし作品展
25日（木）
〜28日（日） 第７回富田林市工芸協会会員展

展示室

9日（水）
〜13日（日） アトリエ・ニュービジョン制作展

展示室

< 休 館日>

1月1･2･3･4･18･19･25日

展示室

「皇帝ペンギン」

「ハヤブサ2」

2月1･8･15･22･29日

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 パイプオルガンでオーケストラ！

●1月30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：徳岡めぐみ
（オルガン） ※未就学児入場不可

□宝くじ文化公演 大阪交響楽団名曲セレクション

●3月20日
（日・祝） ●14：00開演
（13：30開場） ●1階 ホールM・全席指定
●一般前売 3,000円 高校生以下前売 1,500円
（当日各500円増）
●出演：寺岡清高
（指揮）
/須川展也
（サクソフォン）
/青島広志
（お話し）
/大阪交響楽団
（管弦楽）
※未就学時入場不可 ※宝くじ助成による特別料金

□テレビで話題沸騰中！ 心屋仁之助講演会 〜自分本来の魅力・能力を知る〜

●前売 一般 5,000円（当日500円増）

□宝くじ文化公演 SAYAKAクラシックス
関西フィルハーモニー管弦楽団 Meet the Classic Ⅱ in 大阪狭山

●2月7日
（日） ●14：00開演
（13：30開場） ●大ホール・全席指定
●前売 一般 3,000円 高校生以下 1,500円
（当日各500円増）
●出演/指揮：藤岡幸夫
（関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者）
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
共演/大阪狭山市内の吹奏楽演奏者を目指す子供達 ※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
□河内長野ラブリーホール合唱団演奏会「マタイ受難曲」バッハ作曲（原語上演、字幕付）
●3月6日
（日） ●15：00開演
（14：30開場） ●大ホール・全席指定 ●一般 4,000円 学生 1,500円
●指揮：寺岡清高/管弦楽：大阪交響楽団/テノール：松原友
（福音史家）
/バリトン：小玉晃
（イエス）
ソプラノ
：古瀬まきを/アルト：福原寿美枝/バス：油井宏隆/児童合唱：清教学園中・高等学校合唱部
堺市少年少女合唱団、
堺リーブズハーモニー ※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

□第63回らぶりい寄席

桂文珍 独演会

「星空散歩」

平日月曜日 休館日のため
1月1日
（金）
〜4日
（月）年始休館のため
1月12日
（火）
〜15日
（金）番組入替のため
1月19日
（火）臨時休館のため
１月30日
（土）星空シアター開催のため

※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。
プラネタリウム 大 大型映像

富田林市社会福祉協議会
0721−25−8200
富田林市伝統文化日本舞踊こども教室実行委員会
090−3720−0978
平成27年度男女共同参画フォーラム実行委員会・市人権政策課
0721−25−10000（内474）

アトリエ・ニュービジョン
0721−35−1133

※1/19(火)は設備点検のため、臨時休館となります。

会場：４Ｆ銀河の間
確定申告会場は連日、大混雑が予想されますので、
ご自宅で国税
庁ホームページから申告書を作成し、税務署に郵送して下さい。

開設期間 平成28年２月４日
（木）
から３月15日
（火）
まで

（土・日・祝日を除く。ただし平成２８年２月２１日
（日）及び２月２８日
（日）
は開設します。）

相談時間：午前９時から午後５時まで

混雑状況等によって、申告相談の受付を早めに（午後４時頃）
終了する場合があります。

お問合せ先：富田林税務署 電話0721−24−3281（代表）

電話でのお問合せは、上記番号に電話いただいた後、アナウン
スに従い電話機を操作してください。なお、
「すばるホール」会場
では、電話によるお問合せはお受けしておりません。
※１「すばるホール」会場では、納付手続、納税証明書の発行及び相続税の相談は
行っておりません。
※２ 開設期間中は、
富田林税務署庁舎内に確定申告会場を設けておりません。

…………… 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

すばるホールでの各発売初日は電話予約のみ受付

SAYAKA ホール
●1月16日
（土） ●13:30開演
（13:00開場） ●大ホール・全席指定
●出演/心屋仁之助 ※6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。

おとな 500 円
こども 250 円

『すばるホール』です。

主催・お問い合せ先

1000円
富田林市ダンス連盟 上田
（当日500円増） 090−2709−6977
カラオケハウスキューピット
11:30
会費制
0721−23−0130
9:00〜20:00
河内長野市立長野小学校（辻尾）
無料
0721−52−6044
最終日は15時迄
工芸協会事務局 相木
9:30〜17:00
無料
072−367−2442

無料

※前半に季節の星空解説付

富田林税務署の
確定申告会場は

17:00

9:00〜20:00
※9日は13時〜、
13日は17時迄

ひら

（こどもは4歳以上、中学生以下）

大

無料
（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所推進グループ
14:30 （事前申込、
〜1/12迄） 072−979−7070

小ホール

11日（木） バレンタインDANCE LIVE

2
月

日・祝

「ポケモン XY」

15日（金） 第5回家庭園芸セミナー「誰でもできる土壌診断と土づくり」 小ホール

きょうい

※前半に季節の星空解説付

13:00

会 場

き

1月9日（土）投映開始
約40分

「ポケモン XY」

行 事 名

む すう

み らい

「天体のうごき」
「月の満ち欠け」
「星の動
き」を紹介する幼児向けプログラムです。

イベントカレンダー
1
月

約45分

「たいようくんとおつきちゃん」

「ハヤブサ2」

つ

キズナの力で未来を切り拓け！

11:00

15:00

う

ちから

２月２日
（火）〜３月２４日
（木）

11:00

14:30

うちゅう

休止日

15:00

はへん

宇宙を埋め尽くす無数の脅威！

観覧料

投映プログラム １月５日
（火）〜１月３１日
（日）

そ ら

ポケットモンスター XY 宇宙の破片

たいようくんは、夜空のほしさんに会い
たくてたまりません。
本で調べたり、おつきちゃんにきいてみ
たり。たいようくんはほんとうにほしさん
に会えるのかな？

〜 TINY GIANTS 〜
小さな命の大きな成長のものがたり

©Rob Drewett / BBC 2014 ©BBC Worldwide

プラネタリウム番組

たいようくんと
おつきちゃん

※星空解説はありません

大型映像番組

©ライブ ©HAYABUSA2制作委員会

©コニカミノルタプラネタリウム株式会社

●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ください。

（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

ニシバタ楽器・千代田センター

0721-53-2480

ローソンチケットLコード予約TEL

0570-084-005

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

ラブリーホール

0721-56-6100

喫茶コンゴー
（富田林市役所内）

0721-25-1000

チケットぴあ

0570-02-9999

ＣＮプレイガイド

0570-08-9999

