
プラネタリウム・大型映像を見よう！

皇帝ペンギン

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）
５月１０日（火）～１３日（金） 番組入替のため
7月12日（火）～15日（金） 番組入替のため
7月16日（土）・9月24日（土） お天気教室開催のため

※５月７日（土）は字幕付投映を開催します。
※観覧券は当日プラネタリウム室前券売機にて
　お買い求めください。

プラネタリウム 大型映像大

Wonder
Shadow

玉置浩二
～AMOUR～
CONCERT TOUR 2016

ワンダー・シャドウ

大型映像番組

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

約40分 ※星空解説はありません

幼児用プラネタリウム番組

プラネタリウム番組

さんびきのこぶた
ながれぼしをみた

ポケットモンスター  XY　宇宙の破片©カワハラユキコ／SPACESITE

©2013 PassmoreLab　配給：株式会社さらい

オオカミはこぶたたちと友だちになりたかった！？
童話「さんびきのこぶた」をプラネタリウム向け
にアレンジした心あたたまる作品です。
約45分 ※前半に季節のの星空解説付

約45分
約45分

※前半に季節の星空解説付 ※前半に季節の星空解説付

8月27日（土）
２Ｆホール  全席指定（１階席600名限定）
14：00

おとな 2,000円　こども 1,500円（当日各200円増）　親子ペア 3,200円（当日400円増）

友の会予約 5月14日（土）10:00～

5/15（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

～５月８日（日）
時間

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

火・木 水・金

団体予約枠

「皇帝ペンギン」 「ポケモン XY」 「名探偵コナン」大

時間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

土 日祝

団体予約枠   

　「たいようくんとおつきちゃん」

「ポケモン XY」

「皇帝ペンギン」

「ポケモン XY」 「星空散歩」 「星空散歩」

大

時間

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

火・木 水・金

団体予約枠

「皇帝ペンギン」 「名探偵コナン」大

時間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

土 日祝

団体予約枠   

   　「さんびきのこぶた」

「名探偵コナン」

「皇帝ペンギン」

「ポケモン XY」 「星空散歩」

大

５月１４日（土）～５月２９日（日） ５月３１日（火）～７月１０日（日） 
時間

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

平日（火～金）

団体予約枠

「名探偵コナン」

団体予約枠

時間

10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

土 日祝

     『こぶた』～6/5、『たなばたさま』6/11～

「名探偵コナン」

「ポケモン XY」

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

5月14日（土）より投映スタート！ お楽しみに♪

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。

そ    ら            は   へん

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！
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…
この星…いや、宇宙の大ピンチにサトシ達が取った行動は…！？

プラネタリウム番組

名探偵コナン 探偵たちの星月夜
スターリーナイト

夏休みの自由研究のため、米花町にある
プラネタリウムへ行くことになったコナ
ンと少年探偵団。
その前夜、コナンの元に謎の手紙が届け
られる。
それは「親愛なる工藤新一君へ」と書か
れた謎の探偵からの挑戦状だった。コナ
ンの正体を知る探偵とは一体誰なのか？
プラネタリウムを舞台に探偵たちの対決
が今はじまる。満天の星空の下で繰り広
げられる、大迫力の名探偵コナン！乞う
ご期待！

謎の探偵からの挑戦状
江戸川コナン、いや工藤新一
お前にこの謎が解けるのか？

演奏会日時：12月11日（日）14：00開演
　　管弦楽：南大阪管弦楽団
　　合唱団：すばる第九を歌う会
　　場　所：すばるホール・大ホール
　　演奏曲：第１部　ピアノ伴奏による合唱曲（日本の歌/４曲）
　　　　　　第２部　ベートーヴェン作曲 交響曲第九番（合唱付き）
　練習日時：初回6月12日（日）10：00～12：00
　　　　　　　　（練習回数　約20回、原則日曜日10：00～12：00）
　練習会場：大阪大谷大学、すばるホール、市民会館
　参加会費：10,000円（学生は無料）
問い合わせ：ＴＥＬ 0721‒24‒8196（すばる第九を歌う会 畑中）

「すばる第九シンフォニー２０１６」合唱団員募集
２５周年記念第九演奏会

２Ｆホール 全席指定１５：００
一般 2,500円　高校生以下 1,000円（各当日共）　ペア券 4,500円（前売のみ、すばるホールのみの販売）

Lコード ： 56881

Lコード ： 57337

Lコード ： 56958

一般 2,250円　高校生以下 900円　ペア券 4,000円

※未就学児の入場はご遠慮ください。　※本公演は宝くじの助成を受けて実施しています。
友の会予約 7月2日（土）10:00～

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

7/9（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

すばるホール開館２５周年記念事業 すばるクラシックファミリーコンサート
ザ 　 ベ スト 　 コ ン チ ェ ルト

ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＣＯＮＣＥＲＴＯＳ
～千住真理子とすばるホールゆかりの若きソリストによる協奏曲の夕べ～

岩村力指揮・大阪交響楽団が、昨年
デビュー40周年を迎えた千住真理
子、富田林市出身の奥田なな子、す
ばるイブニングコンサートから酒井
有彩をソリストに迎えてお贈りする華
やかな協奏曲をお楽しみください。
開演前に岩村力さんと千住真理子さ
んによるプレトークがあります。

プログラム

̶̶̶̶  ̶グリーグ ̶̶̶̶̶
ピアノ協奏曲イ短調Ｏｐ.１６
̶̶̶  ̶ドヴォルザーク ̶̶̶
チェロ協奏曲ロ短調Ｏｐ.１０４
̶̶  ̶メンデルスゾーン ̶̶̶
ヴァイオリン協奏曲ホ短調Ｏｐ.６４
※曲目は変更になる場合がございます。

̶̶̶̶  ̶グリーグ ̶̶̶̶̶
ピアノ協奏曲イ短調Ｏｐ.１６
̶̶̶  ̶ドヴォルザーク ̶̶̶
チェロ協奏曲ロ短調Ｏｐ.１０４
̶̶  ̶メンデルスゾーン ̶̶̶
ヴァイオリン協奏曲ホ短調Ｏｐ.６４
※曲目は変更になる場合がございます。

指揮  岩村 　 力

管弦楽  大阪交響楽団

チェロ  奥田なな子

ヴァイオリン  千住真理子

ピアノ  酒井 有彩

10月30日（日）

名門オーケストラで演奏する奏者等で特別に編成されたオーケストラとNHK『みんなのうた』で話題の
女性ボーカリストで贈るスタジオジブリ作品の名曲がいっぱいの夢のコンサート。
初めてジブリのキャラクターたちと出会った時のあの感動がよみがえる！

名門オーケストラで演奏する奏者等で特別に編成されたオーケストラとNHK『みんなのうた』で話題の
女性ボーカリストで贈るスタジオジブリ作品の名曲がいっぱいの夢のコンサート。
初めてジブリのキャラクターたちと出会った時のあの感動がよみがえる！

7月23日（土）

演奏曲目（予定）……………………
♪天空の城ラピュタ「君をのせて」
♪となりのトトロ「さんぽ」
　　　　　　　　「となりのトトロ」
♪魔女の宅急便「めぐる季節（海の見える街）」
♪おもひでぽろぽろ「愛は花、君はその種子」
♪耳をすませば「カントリー・ロード」
♪もののけ姫「もののけ姫」
♪千と千尋の神隠し「いつも何度でも」
♪ハウルの動く城「人生のメリーゴーランド」
♪ゲド戦記「テルーの唄」　　
♪崖の上のポニョ「崖の上のポニョ」
♪風立ちぬ「ひこうき雲」　他

演奏曲目（予定）……………………
♪天空の城ラピュタ「君をのせて」
♪となりのトトロ「さんぽ」
　　　　　　　　「となりのトトロ」
♪魔女の宅急便「めぐる季節（海の見える街）」
♪おもひでぽろぽろ「愛は花、君はその種子」
♪耳をすませば「カントリー・ロード」
♪もののけ姫「もののけ姫」
♪千と千尋の神隠し「いつも何度でも」
♪ハウルの動く城「人生のメリーゴーランド」
♪ゲド戦記「テルーの唄」　　
♪崖の上のポニョ「崖の上のポニョ」
♪風立ちぬ「ひこうき雲」　他

２Ｆホール 全席指定①１１：００　②１４：００

おとな 3,000円（中学生以上）　こども ２,０００円（３歳～小学生）（当日各500円増）

Lコード ： 56874
チケットぴあ 短縮URL：http://w.pia.jp/t/dream-concert/（PC&MB）　受付番号：0570-02-9999（Pコード：296-345）

おとな ２,７００円　こども １,８００円

おとな 1,800円　こども 1,350円　親子ペア 2,880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こども料金が必要）

※こどもは３歳以上中学生以下
　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）

友の会予約 5月7日（土）10:00～

5/8（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

出  演 ………………
………………

指　揮：高曲伸和
管弦楽：ジャパン・ドリー

ム・オーケストラ

歌：Sinon、野尻祈、木
下葉菜美

ジャパン・ドリーム・オ
ーケストラは本公演

のために特別に編成
された選りすぐりの

演奏者によるオーケ
ストラです

©Kiyotaka Saito（SCOPE）©Naoyasu Uema

©飯島　隆©飯島　隆

“影のスペシャリスト”劇団かかし座がおくる、子ども達のためのふしぎ
なシャドウ・エンターテインメント！！

第1部　「Dr.シャドウの影絵ラボ」
ちょっとたよりないDr.シャドウたちが、秘密の実験室で繰り広げる、
楽しい影絵実験ショー！　あっと驚くしかけがいっぱい！

第2部　「Adventure of the Shadow Land ー影の国の冒険ー」
それはある時代のどこかの国。干ばつが続き大地は荒れ、人々は毎日
雨をまちこがれていた。村に伝わる伝承の歌をヒントに、少年は“雨を
ふらせるドラゴン”を求めて旅にでる・・・光と影を味方につけて、一緒に
ドラゴンを見つけよう！イマジネーションに満ちた影絵の世界で繰り
広げる、アドベンチャーストーリー！

バックステージツアー参加者募集（公演終了後）
チケットご購入の方、先着20組40名様に舞台に上がって、道具などを間近に見て自分の影を見て楽しめるバックステージツアー
にご参加いただけます。
お申し込みは8/27公演の「ワンダーシャドウ」の公演チケットを持ってすばるホール受付カウンターまでお越しください。

5月29日（日）投映終了

探偵メモプレゼント！探偵メモプレゼント！
番組をご観覧のお子様に番組をご観覧のお子様に

※なくなり次第終了

10月22日（土）
２Ｆホール  全席指定
17：30

友の会予約 8月7日（日）～11日（木）の9:00～17:00
※初日は10:00～電話予約のみ　※8/8（月）休館日にご注意ください。

8/20（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

チケットぴあ 0570-02-9999（Ｐコード 297-474）
ＣＮプレイガイド 0570-08-9999
ｅ+　http://eplus.jp

6,800円（当日共） 6,500円

※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮いただいて
　おります。（4歳以上チケット必要）

７月３１日（日）に予定しておりました「新屋英子一座２０１６公演」は
座長である新屋英子氏の体調不良により、本公演（出演者オーディ
ション）を中止することとなりましたのでお知らせいたします。

新屋英子一座２０１６公演中止のご案内

新番組

5/14（土）～6/5（日）まで投映！

代

代

代

代

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）

SAYAKAホールチケットカウンター

LICはびきの（チケット専用）

0721-26-2060

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

代引決済 ： すばるホールで電話予約の方はチケット代＋500円で代金引換郵便でお届け可能です。

0721-53-2480

0721-56-6100

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）

0570-084-005

0721-25-1000

□河内長野マイタウンオペラ 小シリーズvol.15
＜チレア作曲＞「アドリアーナ・ルクヴルール」＜原語上演・日本語字幕付＞
●7月16日（土）  ●17：00開演（16：30開場）
●7月17日（日）  ●14：00開演（13：30開場）
●小ﾎーﾙ・全席自由  ●一般 前売5,500円（当日500円増）  学生 前売当日共 1,500円
●指揮・編曲：井村誠貴　演出・字幕：籔川直子　演奏：マイタウンオペラ室内合奏団
アドリアーナ・ルクヴルール：和泉万里子（16日）、北野智子（17日）
※6歳未満のお子様入場はご遠慮ください。

□LICオルガンコンサート 「夏は来ぬ」～歌とオルガンでお送りする洋の東西～
●5月28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：土橋薫（オルガン）/畑田弘美（ソプラノ）
※未就学時入場不可

□第50回りっくぷち寄席 ～50回記念すぺしゃる！「記念口上あり」～
●6月26日（日）　●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・全席指定
●前売 1,500円（当日500円増）　●出演：林家小染/林家染二/林家花丸/林家菊丸 ゲスト：桂雀三郎
記念口上：林家小染/林家染二/林家花丸/林家菊丸/林家染左
※未就学児入場不可

□沖仁フラメンコギターコンサート
●9月17日（土）　●16：00開演（15：30開場）　●小ホール・全席指定
●一般 4,500円（当日500円増）　●出演：沖仁（フラメンコギタリスト）、石塚隆充（カンタオール）
●発売日 6月11日（土）

□沢田研二 LIVE2016『un democratic love』
●9月23日（金）　●18：30開演（18：00開場）　●大ホール・全席指定　●一般 7,000円
●発売日 5月28日（土）

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～

ホール
発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

News 2016.
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

6
月

奥野雅生
0721ー24ー7792

刀根幸子
0721ー26ー0003

A席5000円
B席3000円

12:30発表会
15:30コンサート

南大阪管弦楽団第29回定期演奏会　チャイコフスキー･ドボルザーク ホール 14:00 無料 

富喜の会 小ホール 10:30 無料 

IKC岩出和也クラブ
0721ー62ー5027

29日（日）

15日（日）

12日（日） 岩出和也 スペシャルコンサート＆カラオケ発表会 ホール

7
月

男声合唱団メンズコア富田林  高井 義
0721ー24ー82798日（金） ふれあいコンサート 小ホール 13:30 無料

<5-6月の休館日> 5/2・9・16・23・30　※5/3-5は１７時３０分閉館　6/6・13・20・27

代



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

6月11日（土）
5月  5日（木・祝）

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
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

限定各日
20名3Fプラネタリウム前

すばるパソコン教室

会　場　２Fふれあいひろば
受講料　4回券 5,200円　6回券 7,300円　8回券 9,400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）
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。
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。

①  9:30～10:45
②11：00～12：15
③18：30～19：45
④19：45～21：00

火曜日
○
○
―
―

水曜日
○
○
―
○

木曜日
―
○
―
―

金曜日
○
○
○
○

6月11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「シトラスシャワー」
（・ユーカリレモン　・ベルガモット　・ブラックペッパーのブレンド）

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

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。

7月27日（水）

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。
今回の作品はモーツァルトの名作「フィガロの結婚」。
名歌手たちが楽しげに集う舞台。柔らかな光のもとで「人間喜
劇」が花開く。
※本作品は映画です、オペラの実演ではありません。

パリ・オペラ座での上演：2010年
上映時間：3時間30分（休憩あり）
指　　揮：フィリップ・ジョルダン
演　　出：ジョルジョ・ストレーレル
言　　語：原語（イタリア語）上演　※日本語字幕つき
キャスト：ルカ・ピサローニ、エカテリーナ・シウリーナ
　　　　　リュドヴィク・テジエ　ほか

リードギター
伊藤淳介

リズムギター
秦  弘作

ベース
長谷川光

ヴァイオリン
奈倉  翔

ゲストボーカル
Ravi

7月9日（土）
2Ｆホール  全席自由（１階席のみ）13:00

一般 2,000円　高校生以下 1,500円（当日各２００円増）
一般 1,800円　高校生以下 1,350円

※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。

ライブビューイング「フィガロの結婚」作曲：モーツァルト
～パリ・オペラ座へようこそ～

福田こうへいコンサート２０１６ ～ うた魂 ～

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

Lコード：52178

5月7日（土）

◆リスト：巡礼の年第2年への追加
「ヴェネツィアとナポリ」S.162
◆リスト：メフィスト・ワルツ第1番
「村の居酒屋での踊り」 S.514 ほか

［演奏予定曲］

大  倉  卓  也
（京都市立芸術大学4年）

2015ピティナ・ピアノコンペティションＧ級入選

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。

○…開講　開講の希望曜日・時間帯を予約できます。（各75分）開 催 日 時

プラネdeえほん
プラネタリウムで絵本を読もう！

すばるホール友の会 会員募集

5月12日（木）
ドームスクリーンに絵本を映し出してみんなで読もう！
手遊びのコーナーもあるよ。

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

10:30～11:00（開場は15分前）

※6月はお休みします

福田こうへいプロフィール …………………………………………………
岩手県盛岡市出身。平成２４年に民謡日本一（第２５回全日本民謡フェス
ティバル2012グランプリ）を獲得。「南部蝉しぐれ」「峠越え」は大ヒット
を記録し、平成２５年（第６４回）と平成２６年（第６５回）のＮＨＫ紅白歌合
戦に２年連続出場を果たす。心に染みる東北なまりと突き抜ける民謡仕
込みによる抜群の歌唱力は聴く人を魅了する。

ごころ

２Fホール  全席指定①１３：００　②１７：００

6,500円（当日共） 6,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

Lコード ： ５３６８８ 7月17日（日）

人形劇団クラルテ「おやゆびひめ  真冬に春がやってきた」

アンデルセンの『おやゆび姫』を人形劇に脚色した作品『真冬に春がやっ
てきた』1960年代と1970年代に人形劇団クラルテが日本語訳で上演
した作品を2016年版として新たに上演します
（すばるホールが初演！！）

「真冬に春がやってきた」チケットご購入の方で、先着20組40名様にご参加いただ
けます。（参加費１体 100円）
お申し込みは7/17の公演チケットを持ってすばるホール受付カウンターまでお越
しください。

２Fホール  全席指定（１階席のみ）10：3０

おとな ２,０００円  こども １,０００円（当日各100円増）  親子ペア ２,６００円（当日200円）
おとな 1,8００円  こども 9００円  親子ペア 2,34０円

Lコード ： 57335　人形劇団クラルテ 06-6685-5601

ジプシー（ロマ）の伝統音楽とアメリカのスウィングジャズが融合した、フランス生まれの軽快な音楽"Gypsy Jazz"。
古い歴史と技巧で聴かせる音楽は今も音楽好きの人々の心を捉え離さない…。
 "フランス"の情熱と哀愁を纏った"Gypsy Jazz"サウンドをお楽しみください♪

出演：≪Mon  Dieu（モンデュー）≫ 伊藤淳介（G）、長谷川光（B）、奈倉　翔（Vn）、秦　弘作（G）
　　　≪ゲスト≫ Ravi（Vo）

9月3日（土）

南河内JAZZフェスティバル2016
原作／アンデルセン　作／アレクサンドラ・ブルシティン　訳／渡辺　元　脚色／松本則子

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㈱　協力　NPO法人関西ジャズ協会

※１ソフトドリンク付一般  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・3公演とも異なる会場でご利用ください）2Ｆ小ホール  全席自由18:30
　　　　　 　各ホール窓口[ローソンチケット：0570-084-005　Lコード：59620（各館共通）／59615（3公演パス券）]
[チケットぴあ：0570-02-9999　Pコード：258-579（各館共通）／781-455（3公演パス券）]　[イープラス　http://eplus.jp/]　[CNプレイガイド：0570-08-9999]　

■ 南河内 JAZZフェスティバル　他会場スケジュール

予定曲：Latcho drom Latcho、Bossa dorado、Swing 42 、All of me 、L-O-V-E ほか

 7/30（土） 女子ジャズ3rd Stage in 藤井寺 パープルホール

 8/6（土） グレン・ミラー フォーエバー in 大阪狭山 SAYAKAホール

 8/27（土） ネオ・クラシック CLASSIC×JAZZ Live in 松原 松原市文化会館

 9/10（土） 「山口真文 meets 東原力哉」Jazz Live in 羽曳野 LICはびきの

 9/17（土） 「アニソン＆スタンダードジャズ」 in 河内長野 ラブリーホール

Mon  Dieu  ジプシーJAZZライブ in 富田林
モン デュー

南河内文化会館ネットワーク委員会のホームページができました！ http://minamikawachi-net.jimdo.com/（5/1 OPEN）

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。
すばるキッズ講座は、こどもたちが芸術・文化・科学を体験し、学ぶ心を育むことを目的としています。

すばるキッズ講座「お天気教室 in プラネタリウム」

7月16日（土）

友の会予約 5/14（土）10:00～

5/15（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

5/15（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～ 5/21（土）

初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9月24日（土）

講　師

福 岡 良 子
テーマ

夏休みの自由研究

（NHK総合「ニュース７（平日）」出演中）

講　師

蓬 莱 大 介 （読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」
「かんさい情報ネットｔｅｎ.」出演中）

テーマ

空のおはなし

Lコード ： 53188

※こどもは３歳以上中学生以下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）

つくってあそぼう人形劇！
～おやゆびひめの世界を楽しもう～
人形作りワークショップ参加者募集（こども向け）

7月16日（土）
14:00～15：30

吉  原  佳  奈

完 売 御 礼

完 売 御 礼

笑撃ライブ 2016
in すばるﾎーﾙ
6月18日（土）

6月25日（土）

綾小路きみまろ綾小路きみまろ

すばる
イブニングコンサート

「すばる友の会」では会員を募集しています。

①人気公演は一般発売に先駆けて先行予約！
②主催公演を会員価格で！
③すばるＮｅｗｓをお届けします！
④プラネタリウムは観覧料が２割引き！ など

初年度年会費2,000円
（入会金500円 +年会費1,500円）
※継続は年会費のみ必要（『口座振替』で継続
の場合は1,000円とお得です！）

２階受付カウンターまで、上記会費と身分証明
書（ご本人の運転免許証又は保険証など）をお
持ちください（随時受付）。詳しくはお問い合
わせください。

特典

会費

入会
方法

二つのヴァイオリンの旋律が絡み合う、華や
かで美しい響きを各国の名曲に乗せてお届
けします。

出演
ヴァイオリン　林 泉　奧田章子
ピアノ　　     富岡順子

6月12日（日） Lコード ： 51392

林　　泉 奧 田  章 子 富 岡  順 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

※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

予定演目
ルクレール 二つのヴァイオリンのための
ソナタ
トルコ行進曲
ウイーンの思い出
日本の歌　ほか

二つのヴァイオリンとピアノで奏でる愛のメロディ
私の街でクラシックVol.16

※未就学児の入場はご遠慮ください。

おとな 1,200円  こども（中学生以下） 500円（各当日共）   親子ペア 1,500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

友の会予約 5/14（土）10:00～

● 金剛民謡同好会
● すみれ民謡同好会
● 江差追分藤沢会
● 芳寿会
● 福祉民謡クラブ
● 寿々の会

市民民謡大会

10:30開演 4F銀河の間

出演団体

● TB
● MOON FRIDAY
● とおんずオカリナアンサンブル
● オカリナクラブ カンターヴィレ
● ハーフトーン
● シリウスウインドバンド
● ミルキーウェイ
● サニーサイドメモリー
● PL学園吹奏楽部

ミュージックフェスティバル

16:00開演 2Fホール

出演団体

● サンティエバレエサークル
● ステップスダンススタジオ
● クノッキーズ
● キラウェア
● RIKAキッズダンス
● 大阪大谷大学ダンス部
● プア・レイ
● シャイン☆ティアラ
● フラ　ロケナニ
● フラ　ティアレ＆リベラス
● WORLDダンススタジオ
● ピリ　アロハ

ダンスフェスティバル

16:30開演 2Fホール
6月19日（日）5月28日（土） 7月3日（日）

出演団体

～かわいいガラス細工と色砂で爽やかなキャンドルを作ろう！～

第66回富田林市民文化祭 入場無料

“ともとも”が、誰もが見たことのある廃品から楽器を作りだし、音楽の身近さ
や楽しさを伝える新感覚のパフォーマンス。どんなに大騒ぎしている子どもた
ちも、ガラクタから音が聞こえてきたらあっという間に釘付け！ともともワール
ド全開のステージは、年齢を問わず「えぇ！？」「ホントに！？」の連続で、一緒に演
奏したり、身体を動かしたりと、あっという間の１時間です。

8月21日（日）
山 口  と も

４Ｆ銀河の間　全席自由（限定300席）15:00
おとな 1,000円　こども（３歳～中学生） 500円（各当日共）　親子ペア 1,350円（前売のみ）

ともとものガラクタ音楽会

友の会予約 5/14（土）10:00～

お家で作ったペッカー（ペットボトルの中にビー
ズなどを入れた楽器）をお持ちください。
※作り方は本公演のチラシまたは、すばるホールのホー
ムページでご紹介しています。

チケットをご購入の親子先着２０組に“ともとも”がペッカーの作り方を説
明します。「ともとものガラクタ音楽会」のチケットを持参のうえ、すばる
ホール２階受付カウンターまでお申し込みください。

ペッカー作成ワークショップ参加者募集！ 

Lコード ： 57486

5/15（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

※ワークショップ参加者の材料はすばるホールで用意します。

（公演当日の14：00～）（会場は３階清光の間）

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

配布・受付期間／6月1日（水）～7月10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。

　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。

すばるスペースアート展２０１６作品大募集！

予定曲目 ： 「南部蝉しぐれ」、「峠越え」、民謡、懐かしの名曲
※曲目は変更になる場合がございます、ご了承ください。

②①

©fred toulet

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

自作のペッカーで“ともとも”と共演しよう！

展示期間／7月16日（土）～18日（月祝）10：00～17：00

代 代
代

代

代 代

代
代

代

※2歳以下無料


