プラネタリウム・大型映像を見よう！
プラネタリウム番組

名探偵コナン 探偵たちの星月夜
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？

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！

ポラリス

番組をご観覧のお子様に

約45分

※前半に季節の星空解説付

探偵メモプレゼント！

※なくなり次第終了

銀河鉄道の夜

「ポラリス」をめぐるシロクマとペンギンの
ミッションインポッシブルな宇宙大作戦を目撃せよ！

多くのリクエストに応え、再登場です！

観覧料

投映プログラム
時間

（こどもは4歳以上、中学生以下）

休止日

平日月曜日
（休館日）
9月24日
（土）
お天気教室開催のため
10月18日
（火）
～21日
（金） 保守のため
10月29日
（土）
星空シアター開催のため
11月19日
（土）
16時の回及び20日
（日）
「ほし×こえ」開催のため

※12月3日
（土）
の投映は字幕付で行います。

原作：宮沢賢治
音楽：加賀谷玲

脚本・CG：KAGAYA
朗読：桑島法子

3日（土）

10
月

11
月

名

会

HOIKE ALOHA

10日（土） 創立15周年記念

9
月

事

時間

「名探偵コナン」

10：00

団体専用

11:00

「名探偵コナン」

11：00

団体専用

13:00

「ポラリス」

11：00

団体専用

13:00

「ポラリス」

13：00

団体専用

14:30

「名探偵コナン」

13：00

団体専用

14:30

「名探偵コナン」

大「銀河鉄道の夜」

14：00

くすのき塾シニアのお祭り

13日（火） 求人・求職フェアin南河内

場

16:00

「ポラリス」 「名探偵コナン」

プラネタリウム 大 大型映像

15：00

火・木

団体専用

「ポラリス」 「名探偵コナン」

前売料金

主催・お問い合せ先

ホール

13:00～16:00

無料

ALOHANA HULA 荻野奈緒美
090－4491－1520

小ホール

10:00～16:00

無料

NPO法人シニア富田林くすのき塾 理事長 加藤一敏
0721－29－7001

展示室 他 13:00～16:00

無料

富田林市産業環境部商工観光課
0721－25－1000
（内481）

無料
14:30～16:00 （事前申込）

小ホール

9:20～17:30
（予定）

無料

キューピットふれあいまつり
（ゲスト：渡辺要、おおい大輔、みやま健二） 銀河の間

9:30～15:00

お問合せください

カラオケハウスキューピッ
ト
0721－23－0130

13:30～15:00

無料

社協日舞グループ
（峯松）
0721－29－8755

小ホール

3日（木祝） 第20回くれよんピアノ音楽教室発表会
6日（日）

すばる交響楽団

<9-10月の休館日>

第25回定期演奏会

9月5･12･26日

16:00

土・祝

大「銀河鉄道の夜」

日

14：
００

小ホール

10:00～16:00

無料

ホール

13:30～

1,000円

9&10

プラネタリウム 大 大型映像

～中秋の名月を観察しよう～

1月29日（日）

２Ｆホール（１階席限定）全席指定
代 Lコー
ド：59232

一般発売

9/25（日）
10：00～

初日は電話
予約のみ

※未就学児の入場はご遠慮下さい。

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）

太田 糸音

南 杏佳

※富田林市在住・在学の小・中学生を無料招待いたします（先着50名）。
（すばるホールまでお申し込みください。ただし、保護者（有料）の同伴をお願いします。）

南 優希

S U B AR U N E W S

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

（初日は電話予約のみ受付、
10:00開始）

小原孝さんと２台ピアノでのコラボレーションに出演してくださる方を募集します。
あなたが弾く曲（「小原孝ＢＥＳＴ」または「ギロック：ジャズスタイル・ピアノ曲集」より選曲）
に、小原孝さんが即興演奏で加わります！
公演チケットを購入いただいた小・中学生が対象です。応募用紙（ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入のうえ、
１２月１８日
（日）
までにお申し込みください。

「走る」

作・共同演出：倉本 聰
演出：中村龍史

ゴールを目指して走り続ける若者たちに日本人の姿を重ね合わせた時、何
が見えてくるのか？私たちが目指すゴールの先に見えてくる情景はどうゆう
ものなのか？私たちが数々の犠牲や苦しみを払いながら夢に描いているゴ
ールの代償とは何か？マラソンを走る若者の姿を通して、人が生きるという
ことの意味を問いかけます。
本公演では、30歳以上の男性の方に約3分間出演していただくシー
ンがございます。50名程のアンサンブルの出演で、
セリフはなくスーツ
を着用し“ひたすら走る”など動作のみのシーンですので、
どなたでも
お気軽にご参加いただけます。事前に専門スタッフが流れをレクチャ
ーした後、本番日を迎えます。詳しくはお問い合わせください。

平成29年

代
15：
００
２Ｆホール 全席指定
チケットぴあ 0570-02-9999 ＣＮプレイガイド 0570-08-9999 ｅ+ http://eplus.jp
一般 4,０００円 高校生以下 2,0００円（各当日500円増） ペア券 7,５００円（前売のみ） トリプル券 11,０００円（前売のみ） ダブルペア券 14,０００円（前売のみ）
一般 3,600円 高校生以下 1,800円 ペア券 7,000円 トリプル券 10,000円 ダブルペア券 12,800円
友の会予約 9月21日
（水）10:00～ ※トリプル券、ダブルペア券は、 のみ取扱い ※未就学児の入場はご遠慮ください

松長

徹 0721－26－1779

※雨天・曇天の場合は屋上ひろばでの観望会を中止する場合があります。
中止などのお知らせは17時の段階で、
すばるホールＨＰやツイッターで行います。

10月3･17･24･31日

一般発売

平成29年

日
（金）9/25（日）
10：00～

初日は電話
予約のみ

19：
００

①13：00

LIC はびきの
□LICオルガンコンサート「聖霊の踊り、魂の息吹」
～音楽に人生につねに真摯に向き合うオルガニスト！がおくる～

●9月17日
（土） ●14：00開演
（13：30開場） ●1階 ホールM・全席自由●1,000円
（当日200円増）
●出演：今井奈緒子
（東北学院大学教授、
日本オルガニスト協会会長） ※未就学児入場不可

□第51回りっくぷち寄席～卯三郎、跳ねる！
！～

●9月25日
（日） ●14：00開演
（13：30開場） ●3階 音楽実習室・指定席
●前売 500円
（当日200円増） ●出演：林家卯三郎、桂二葉 ※未就学児入場不可

□講談とリュートでつづる音楽絵巻「親・源氏三代記」

●11月13日
（日）午前公演 11：00
（10：30開場） 午後公演 14：00
（13：30開場）
●3階 音楽実習室・指定席 ●前売 1,500円
（当日200円増）
●出演：旭堂南左衛門一門
（講談）
、高本一郎
（リュート）
、中野順哉
（作・演出） ※未就学児入場不可

SAYAKA ホール
□Kiroroコンサート2016

●11月12日
（土） ●15：30開演
（15：00開場） ●大ホール・全席指定
●一般 5,500円 ●発売日 9月10日
（土）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料。但し、
お席が必要な場合有料。 ※前売り券完売の場合、当日券はありません。

□劇団四季ミュージカル
『ウェストサイド物語』

●11月27日
（日） ●17：00開演
（16：30開場） ●大ホール・全席指定
●S席 8,000円 A席6,000円 B席 3,000円
（当日各500円増）
※3歳以上有料。2歳以下のお子様の入場不可。 ※前売り券完売の場合、当日券はありません。

ラブリーホール
□Lovely Halloween in かわちながの2016

仮装！
？ファミリーコンサート

●10月10日
（月・祝） ●10：30開演
（10：00開場） ●大ホール・全席指定
●前売500円
（当日300円増）
●演奏：河内長野吹奏楽団ブルーウインズ ゲスト：浦部陽介
（シンガーソングライター） 司会：武村まみ
●予定演奏曲目：
トトロメドレー、
アンパンマンたいそう、
夢をかなえてドラえもん 他
※3歳以上のお子様からチケットが必要です。
（3歳未満のお子様は座席が必要なければ保護者1名につき1名まで入場無料）

チケット専用電話の受付時間
【チケット発売について】

２Fホール（1階席のみ）全席指定
代 Lコード：59231

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 450円
友の会予約 9月24日
（土）10:00～

友の会予約 9月14日
（水）10:00～
※未就学児の入場はご遠慮ください。

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。

（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

（※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
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）

出演／桂文之助
桂團治郎、喜味家たまご
（三味線放談）

【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。

072-950-5504

※高校生以下の公演チケッ
トは、未成年を対象としています。
）

代 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。

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

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

平成29年

1月7日（土）

14：00

一般発売

9/18（日）
10：00～

初日は電話
予約のみ

２Ｆ小ホール（限定２００席）全席自由
代 Lコー
ド：５６４５５
1,500円（当日200円増）
1,350円
10:00～
友の会予約 9月17日
（土）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

②17：00

２Ｆホール 全席指定

Ｓ席 5,700円 Ａ席 4,800円（当日共）

桂文之助独演会

すばるホールでの各発売初日は電話予約のみ受付

1月13日（金）

Ｓ席 6,000円 Ａ席 5,000円（当日共）

すばる寄席

9:00～21:00

初日は電話
予約のみ

Lコード：52699
チケットぴあ 0570-02-9999 （Ｐコード 307-802）
イープラス
（http://eplus.jp/msp）

…………… チケット専用 ……………

0721 - 26 - 2060

10：00～

代

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

一般発売

9/28（水）

コンサート 2017
～気鋭の道～

日本三大吹奏楽団の一つで、
日本で最も長い歴史を持つプロの交響吹奏楽団“Osaka Shion Wind Orchestra”が
お贈りする楽しい吹奏楽ファミリーコンサート。
学校教材で取り上げられている曲から、
こどもたちの大好きな曲まで、同日開催する市内公立小学校５年生の学校鑑賞
会に準じたプログラムでお届けする１時間のミニコンサートをお楽しみください。

18:30～20:30（15分前開場）
限定
60名
〈内容〉18:30 本日の星空解説と番組『THE MOON』観賞
19:30 屋上ひろばにて望遠鏡でお月様観望会（雨天・曇天時は中止）
おとな 500円 こども 250円（4歳以上、中学生以下）
おとな 400円 こども 200円

中村龍史 演出

三山 ひろし

富田林市カラオケ連絡会 米原国次郎
090－1911－7410

くれよんピアノ音楽教室 稲田和恵
0721－23－5964

倉本聰 作・共同演出

2月25日（土）

Osaka Shion Wind Orchestra ファミリーコンサート

12月9

00：00～

富良野ＧＲＯＵＰ特別公演

文化芸術振興パートナーシップ協定事業

9月15日（木）

一般発売

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

走るサラリーマン募集（先着50名様）

一般 1,500円 高校生以下 500円（各当日共）
一般 1,350円 高校生以下 450円 友の会予約 9月24日
（土）10:00～

「星空散歩」

大阪府立環境農林水産総合研究所推進グループ
072－979－7070

19日（月祝） 懐メロ発表会

秋季舞踊大会

時間

お月様観望会

開演時間

小ホール

18日（火） 社協

水・金

平成29年

小原 孝

即興コラボ
出演者募集

16日（金） 第3回家庭園芸セミナー「誰でもできる土壌診断と土づくり」

2日（日）

第一部 すばるイブニングコンサート出演者によるリサイタル
太田糸音（ピアノソロ）
南 優希・杏佳（ピアノデュオ）
第二部 小原 孝ピアノリサイタル
子猫と子犬のワルツ（ショパン）、ボレロ（ラヴェル）、逢えてよかったね（小原孝）ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

土・日・祝

団体専用

すばる友の会前売料金

際立った美しい音色はNHK-FM「弾き語りフォーユー」パーソナリティーなどでも広く知ら
れているピアニスト・小原孝と、“すばるイブニングコンサート”の出演者によるピアノ・リサイ
タル。
クラシックからポップスまで幅広いピアノ作品をお楽しみいただきます。

※星空解説はありません

11:00

水・金

チケット販売所

ピアノ ファンタジーＶｏ
ｌ.３

9月1日
（木）～9月30日
（金） 10月1日
（土）～12月28日
（水）
まで

イベントカレンダー
行

約40分

時間

15：00

前売料金

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）

デジタルファインアーティスト KAGAYA がプラネタリウムドームをキャンバスにし
て描く壮大なデジタルアート作品！
ビジュアル化困難といわれた「銀河鉄道の夜」の幻想世界を徹底考察し鮮明に再現。
ドームいっぱいに広がる銀河のパノラマ風景。
それはまさに天空の汽車に乗車したかのような夢の体験となる。さあ、ほしめぐりの
旅にでかけよう。

団体専用

14：00

会場

©KAGAYA studio

10：00

火・木

開演

SUBARU CLASSIC SALON

©Planétarium de Saint-Etienne production

北極の氷の上で出会った、
シロクマのレナードとペンギンのジェームズ。
「どうして北極や南極は半年もの長い夜が続くの？」
二人は答えを探すため、捨てられていた潜水艦を宇宙船に改造して地球を飛び立ちます。
そこに待ち受けていたのは、宇宙の絶景と絶体絶命の大ピンチ！
？
ゆるい系のレナードとマジメなジェームズの正反対な二人が繰り広げる、
ミッションインポ
ッシブルな宇宙大作戦。
これは、絶対見逃せません！
約45分 ※前半に季節の星空解説付

おとな 500 円
こども 250 円

2016.

September & October

ホール
表示の
見かた

©GOTO INC
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

News

大型映像番組

プラネタリウム番組

スターリーナイト

平原綾香

CONCERT TOUR 2016 ～ LOVE ～
第 2 弾「Acoustic LOVE」
アコースティックスタイル
豪華アーティストが平原綾香のために書き下ろした恋の歌・愛の歌を収録
した９thオリジナルアルバム『LOVE』を引っさげて、平原綾香が愛を歌う！
秀逸で洗練された、そして繊細で美しい愛のメロディの数々をお届けする
極上ステージをぜひお楽しみ下さい。

10月10日（月・祝）
16：00

２Ｆホール 全席指定
Lコード：53306
チケットぴあ 0570-02-9999（Ｐコード 303-426）
ＣＮプレイガイド 0570-08-9999
ｅ+ http://eplus.jp
6,800円（当日500円増）
6,500円
代

※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

一般発売

9/16（金）
10：00～

初日は電話
予約のみ

とんだばやし演奏家協会

私の街でクラシックVol.17

ビートジャックコンサート ～魅惑のだがっきワールド☆

角渉トリオＪＡＺＺＬＩＶＥ２０１６
『フェスティバル！』

10：00～

初日は電話
予約のみ

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１７回目となる今回は、関西を拠点に活動するパーカッショ
ンパフォーマンス Beat JACKが老若男女を問わず、打楽器の楽しさと
奥深さをお届けします

過去に二度日本一に輝き、昨年度は“トリオ”で全国２位に輝いた、地
元大阪出身・富田林在住のジャズピアニスト角渉を中心としたトリオ
によるＬ
ＩＶＥが、
すばるホールで開催決定！迫力のあるＪＡＺＺ Ｌ
ＩＶＥ
をご期待ください！今年は初のフルアルバムをＬ
ＩＶＥで発表します！
！

出演：パーカッションパフォーマンス
Beat JACK（池田安友子・内山光知子・高鍋歩・安永早絵子）

出演：角渉トリオ（角渉（Ｐｆ）・ 小平尭生（Ｂ）・ 藤木亨（Ｄｒ））

予定曲目：道化師のギャロップ、大地に響け 太鼓の鼓動、エル・クンバンチェロ、
マリンバ体験コーナー ほか

14：00

２Ｆリハーサル室（限定80名） 全席自由
一般 １,０００円 高校生以下 ５００円（当日各２００円増）

※未就学児の入場はご遠慮ください

代

Lコード：59037

一般 ９００円 高校生以下 ４５０円

※会場ではスリッパに履き替えていただきます

渉（Ｐｆ）

小平尭生（Ｂ）

藤木享（Ｄｒ）

講談「難波戦記」～真田幸村 紅蓮の猛将～

新アルバム【Festival!】より 他

受賞歴
【最優秀賞】受賞（全国１位）
・第二回新潟ジャズコンテスト【金賞】と【新潟観客賞】のＷ受賞
・第四回新潟ジャズコンテスト作曲部門【銀賞】を “トリオ” での受賞

11月19日（土）

２Ｆ小ホール 全席自由

０００円（当日２００円増）
一般 １，

８００円（前売のみ）
ペア券 １，

友の会予約 9月17日
（土）10:00～

10：00～

初日は電話
予約のみ

12月11日（日）

11月16日（水）

14：00

※未就学児の入場はご遠慮ください。

11月13日（日）

14：00

代
２Ｆホール 全席指定
一般 3,800円 高校生以下 3,000円（当日各500円増） Lコード：57248
チケットぴあ 0570-02-9999（Ｐコード 303-489）
一般 3,500円 高校生以下 3,000円 ＣＮプレイガイド 0570-08-9999
ｅ+ http://eplus.jp
※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

平成29年
16：00

1月15日（日）

3Fプラネタリウム室（限定170名） 全席自由
代 Lコー
ド：56824
一般 2,500円 高校生以下 1,500円（当日各500円増） 友の会予約 9月17日
（土）10:00～
一般 2,250円 高校生以下 1,350円 ※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください

今をときめく上方落語界の雄が繰り広げる華麗な競演会！

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協奏
曲の夕べ。

桂

福丸
予定曲
C.ドビュッシー : アラベスク 第1番 他

ピアノ 酒井 有彩

グリーグ：ピアノ協奏曲

代 Lコー
ド：56881
１５：００
２Ｆホール 全席指定
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）
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。

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

桂 きん枝

9 22
月

日
（木・祝）

高校演劇コンクール

第66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！

10月22日（土）
完売御礼

アヤサ

星空シアター

11月12日（土）～13日（日）
2F小ホール
（小劇場スタイル）

2015年の公演より

入場無料

※参加校、
タイトル及び上演開始時刻等は10月末頃ＨＰにてお知らせします。
※満員の際は立ち見となる場合があります。ご了承ください。

主催／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、
（公財）富田林市文化振興事業団
後援／大阪府教育委員会（予定）

笑福亭 三喬

桂

春蝶

桂

華紋

14：00（開場は45分前）

４Ｆ銀河の間（限定400名） 全席自由
Lコード：53698
2,300円（当日500円増）
2,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
代

第66回富田林市民文化祭

入場
無料

日程

大会名

開演時間

会場

9月11日（日）

コーラス・フェスティバル

13:00

2Fホール

9月17日（土）

川柳大会

12:00

2F小ホール

10月2日（日） 箏・三絃・尺八定期演奏会

13:00

2Fホール

10月2日（日）

謡曲大会

10:00

2F小ホール

10月10日（月祝）

市民吟詠大会

10:00

市民会館

10月7日（金）～
10:00～18:00 2F小ホール
市民美術工芸展 （最終日は16:00迄）
3F展示室
10日（月祝）
10月22日（土）～
10:00～16:00
茶華道大会
（お茶会は15:00迄） 3F展示室
23日（日）
11月3日（木祝）

市民舞踊大会

11:00

2Fホール

平成29年
14：00

9/18（日）
10：00～

初日は電話
予約のみ

福井麻衣・ハープ
大阪生まれ、
スウェーデン育ち。
パリ国立高等音楽院ハープ科、室内楽
科を経て同音楽院修士課程ハープ科
を審査員満場一致の最優秀と審査員
特別賞を受賞し、首席で卒業。
パリ国際ハープコンクール1位受賞
第18回イスラエル国際ハープ・コンク
ール 3位受賞14年大阪市「咲くやこ
の花賞」受賞 鍵盤楽器を思わせるほ
ど細やかな動きと和音。
卓越した技術と音楽性に支えられハー
プの持つ魅力を引き出す！
ファーストアルバム「ハープの宝石箱」
が「レコード芸術」誌２０１４年８月号に
て特選盤、又優秀録音に選ばれる。

1月28日（土）

あらゆるジャンルで活躍するヴァイ
オリニスト・Ayasa（アヤサ）がプ
ラネタリウムに登場！
ポップインストゥルメンタルの新し
い形を表現する珠玉の演奏を、星空
と共にお楽しみください！

3Fプラネタリウム室
全席自由
代 Lコー
ド：55790
2,000円（当日500円増）
1,800円（当日500円増）
友の会予約 9月17日
（土）10:00～ ※未就学児の入場はご遠慮ください

モン

南河内JAZZフェスティバル2016
～あなたのまちJAZZ～

Mon Dieu

Mon Dieu ジプシーJAZZライブ

9月3日（土）

in 富田林

ゲストボーカル
Ravi

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♪

2Ｆ小ホール 全席自由
18:30
８００円（前売のみ）
０００円（当日３００円増） ペア券 ３，
一般 ２，
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）
代 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］
※１ソフトドリンク付

主催
後援

南河内文化会館ネットワーク委員会
南海電気鉄道㈱ 協力 NPO法人関西ジャズ協会

※すばる友の会先行予約初日は電話予約のみ受付、詳しくは会員誌「すばるくんのおすすめ」をご覧ください。

※一般発売は、すばるホールでの販売はございません。友の会会員についても上記2日間のみの受付になります。
※3歳以下のお子様はご入場いただけません。※演出の都合上、途中入場はできません。

一般発売

星空シアター

吉川よしひろ 星空一人チェロリサイタル

9/18（日）
10：00～

初日は電話
予約のみ

すばるキッズ講座「お天気教室 in プラネタリウム」

吉川よしひろ・スタンディングチェリスト
彼の奏でるスタンディング”一人チェロ・パ
フォーマンス”の世界は従来のCELLO奏
法の手法を絶する 斬新で・かつ想像を越え
たものであるという点にあり、そのオリジ
ナルなサウンドは世界各地で多くのオーデ
ィエンスを魅了し続けている。
予定曲
宮沢賢治
ピアソラ

星めぐりの歌
リベルタンゴ

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。

他

3月26日（日）

講

9月24日（土）

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

代
3Fプラネタリウム室（限定170名） 全席自由
14:00
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）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

9月10日（土）

星空アロマ

すばるクラフトシリーズ

ジェルキャンドル制作体験
～かわいいハロウィンキャンドルをつくろう！～

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）
500円（当日共）

3Fプラネタリウム室 全席自由

協力／ディーヴァアロマセラピースクール

香りのメニュー「JOY

80名
限定
約40分

OF RAINBOW」

（アトラスシダー・カモミール ローマン・キンモクセイをブレンド）
南河内JAZZフェスHP

演：置鮎龍太郎（青二プロダクション所属）
大原さやか（俳協所属）

１９日
（土）①17：00 ②19：00
２０日
（日）①13：00 ②15：00（開場は各20分前）
3Fプラネタリウム室 全席指定
カンフェティ
（http://www.confetti-web.com/）
ＳＳ席 5,000円 Ｓ席 4,000円 Ａ席 3,000円（各当日共）
（土）
・4日
（日）
のみ 10:00～17:00（両日共）
友の会予約 9月3日

15:00
3Fプラネタリウム室（限定170名）全席自由
Lコード：53641
一般 3,500円（当日500円増） ペア 6,500円（前売のみ、 のみ取扱い）
一般 3,200円 ペア 6,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

プラネタリウム特別投映

カンフェティのみ
取扱い

11月19日（土）
・20日（日）

3Fプラネタリウム室（限定170名） 全席自由
代 Lコー
ド：55848
2,000円（当日500円増）
1,800円（当日500円増）
友の会予約 9月17日
（土）10:00～ ※未就学児の入場はご遠慮ください

デュー

12：00～

【置鮎龍太郎×大原さやか】
藤原啓治がプロデュースする「プラネタリウム」
と
「声」のコラボレーション朗読会、
『 ほし×こえ』
がすばるホールにて開催決定！
！
！

10月29日（土）

平成29年

一般発売

9/18（日）

ほし×こえ 大阪・富田林公演開催決定！

出

14：00

（限定170名）

2月12日（日）

「ほし×こえ」～声優星空プラネタリウム朗読会～

AyasaプラネタリウムLIVE

一般発売

福井麻衣 星空ハープリサイタル

上方落語競演会

～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～

玉置浩二 CONCERT TOUR 2016 ～ AMOUR ～

初日は電話
予約のみ

初日は電話
予約のみ

※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）

演：スギテツ【杉浦哲郎（ピアノ・作曲・編曲）、岡田鉄平（ヴァイオリン）】

星空シアター

すばる寄席

コ ン チ ェ ルト

ＴＨＥＢＥＳＴ ＣＯＮＣＥＲＴＯＳ

10月30日（日）

10：00～

10：00～

代
①１０
：
３０ ②１４
：
３０
Lコード：51623
２Ｆホール 全席自由
阪南カッパ友の会 0721-24-6486
おとな １,６００円（中学生以上）こども １,１００円（３歳～小学生）（当日各500円増）
南大阪カッパ友の会 070-5500-5509
セブンチケット http://7ticket.jp
10:00～
友の会予約 10月1日
（土）

Lコード：56608

一般発売

9/18（日）

クラシックで笑顔を創る異色
のデュオ「スギテツ」が、すば
るホールに初登場！
ユーモア溢れる作品の数々
に、
プラネタリウムならではの
演出を加えた楽しいステージ
をお届けいたします！

出

平成29年

お問い合わせ すばる第九を歌う会 畑中 0721－24－8196

スギテツ プラネタリウムライブ

©DRUM TAO

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

メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ドヴォルザーク：チェロ協奏曲

代

一般発売

10/1（土）

カミナリのピッカリは、父親から雨の降らせ方を教わっている途中に、
カッ
パのハッピちゃんをお嫁にしたいため、雲の上から地球へ降りてしまいま
す。森の動物たちの工夫で、
カミナリからカッパに変身することが出来、
ハ
ッピちゃんとも仲良くなりました。
ある日、森を焼き尽くすほどの大火事がおき、動物たちは、川の水で火を
消そうとしますが、少々の水ではどうにもなりません。
ピッカリは決意をし、みんなに自分はカミナリで雨を降らすことが出来る
ことを打ち明け、雨を降らせます。
しかし、
しっかり教わらなかったピッカリ
の雨は、すぐに止んでしまいます。はたして大火事を止めることはできる
のでしょうか…。
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！

友の会予約 10月1日
（土）10:00～

９００円

※曲目は変更になる場合がございます。

（各回入替制）
①１０
：
３０ ②１４
：
００

©Kiyotaka Saito（SCOPE） ©hiroshi SUGAWARA
ヴァイオリン 千住真理子
チェロ 奥田なな子

初日は電話
予約のみ

予定曲 ： 犬のおまわりさんの運命、舞曲『いい日旅立ち』、星空メドレー ほか

２Ｆホール（1階席のみ） 全席自由
代 Lコー
ド：55595
一般 1,000円（当日200円増） シニア（60歳以上）900円（当日共） ペア 1,800円（前売のみ）
一般 900円 シニア 810円 ペア 1,620円

©Naoyasu Uema
指揮 岩村
力

２Ｆホール 全席自由

０００円（当日２００円増）
１，

星空シアター

あのTAOの世界観を一新し、驚きと感動で満ちた
舞台「浮世夢幻打楽」シリーズが帰って来る。
歌舞伎や浮世絵をインスパイアしたTAO流の舞
台表現は、理屈抜きに面白い！
そしてカッコイイ！
！
日本の古き良きものをよりモダンに表現した舞台
は、
これまでに見たことも感じたこともない新たな
感動を呼び起こす。
その第４作目「浮世夢幻打楽～四の絵巻～」
今TAOの中で圧倒的なパワーを持つ熱血漢の若
手が中心となって叩きまくります。

※本公演は映画上映です。

ベ スト

６２０円
一般 ９００円 ペア券 １，

DRUM TAO「浮世夢幻打楽～四の絵巻～」

9/6（火）

出演：旭堂南湖 （2015 年／ 96 分）

ザ

Lコード：56527

※未就学児の入場はご遠慮ください。

伝説の戦国武将 真田幸村
江戸時代より語り継がれる禁断の物語 あなたの知らない歴史の結
末が いま語られる
－幸村は死なず！
？ 家康は討ち死にしていた！
？
「真田丸の攻防戦」の前後で、いったい何が起きていたのか－

友の会予約 9月6日
（火）10:00～

代

劇団カッパ座富田林公演『雨の贈りもの』

10：00～

【２部】ベートーヴェン/交響曲第９番 ニ短調 作品125（合唱付）
指
揮／上田真紀郎
管 弦 楽／南大阪管弦楽団
ソプラノ／木澤佐江子
ア ル ト／橘 知加子
テノール／竹内直紀
バリトン／松澤政也
合
唱／すばる第九を歌う会

・ローランドピアノミュージックフェスティバル 2012 ファイナルにて

18：00

一般発売

10/1（土）

【１部】こころにひびくうた
指
揮／齊藤正義
合
唱／すばる第九を歌う会
花は咲く ピアノ／吉田衣里
落葉松
ピアノ／近藤佳子
大地讃頌 ピアノ／堅田京子
芭蕉布
ソ ロ／片桐仁美
ピアノ／堅田京子

※曲目は変更になる場合がございます。

一般発売

すばる映画祭～Film Collection～特別企画

２５周年記念 すばる第九シンフォニー２０１６

演奏予定曲：「ラッシュアワー」「夜行バスの曲」( 昨年度銀賞受賞曲 )
角

《パーカッションパフォーマンス Beat JACK》
関西を拠点に活動する打楽器奏者4人により2004年に結成。
イベント、学校公演など、様々な場でドドンと演奏活動 展開中。毎年8月に行う定期
主催公演は11回を数える。
そのパフォーマンスは…
★世界中の様々な打楽器を使ったり ★はたまた楽器でないものを使ったり
★体や声を駆使したり
★あの名曲をこんな風にアレンジしたり
★観客も一緒に演奏したり
…と、
こだわり満載のオリジナル作品ばかり。老若男女を問わず、
１度見たら、打楽器
の楽しさと奥深さのトリコになること間違いなし！

11月23日（水・祝）

一般発売

9/18（日）

10月22日（土）

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
3Fプラネタリウム前
20名

