プラネタリウムを観よう！

投映プログラム及び観覧料は表面をご覧ください。
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すばる友の会前売料金

銀河鉄道の夜

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
スターリーナイト

多くのリクエストに応え、再登場です！
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。
原作：宮沢賢治
脚本・CG：KAGAYA

星空生解説付き

音楽：加賀谷玲
朗読：桑島法子

日程

事

名

小 小ホール

開演時間

展 展示室

銀 銀河の間

前売料金

5日日

第13回草笛の家

展

10:00

入場無料

社会福祉法人マイウェイ福祉の会 草笛の家
0721－90－3500

富田林市美術協会第20回記念展

展

10:00

入場無料

富田林市美術協会 事務局長 植木
090－9094－6343

第91回NAMUEバレエコンクール(大阪）

ホ

24日金

ウィ
ッグ
（かつら）
展示即売会

展

25日土

大阪府立河南高等学校吹奏楽部第26回定期演奏会

ホ

2日日

第19回くれよん絵画教室作品展

13:30
（予定）
13:00
展 （予定）

第33回富田林高校吹奏楽部 定期演奏会

ホ

14:00

Happiness Spring Dance Live 2017

ホ

15:00

25日火

森昌子

30日日

ピアノ発表会

入場無料

㈱ユキ

入場無料

大阪府立河南高等学校吹奏楽部
0721－23－2081

入場無料

くれよん絵画教室

入場無料

大阪府立富田林高等学校

45周年記念コンサー
ト

0120－20－3020

開設期間 ３月15日
（水）
まで

（土・日を除く。ただし、2月26日
（日）
は開設します。）

090－7111－8089
0721－23－2281

㈱夢グループ
鷲見仁美

0570－064－724

お問合せ先：富田林税務署 電話0721－24－3281（代表）

0721－21－3620

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。

すばるホール休館日・プラネタリウム投映休止日 情報
休 館 日 ・平日の月曜日
（3月6･13･27日／4月3･10･17･24日／5月1日）

・3月14日（火）～25日（土）
メンテナンス・番組入替のため
プラネタリウム ・上記休館日
休 止 日 ・4月25日
（火）～28日（金）保守点検のため

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）
□ライプツィヒ国際バッハコンクルール オルガン部門優秀記念凱旋コンサート「冨田一樹オルガンコンサート」
●3月18日
（土） ●18：00開演
（17：30開場） ●1階 ホールM・全席指定
●前売2,000円
（当日500円増） ●出演：冨田一樹
（国際バッハコンクール日本人初優勝者）
※未就学児入場不可

□第53回りっくぷち寄席 ～そめすけ・花丸 やたけた本気（マジ）の会～

●500円（当日200円増）

SAYAKA ホール
□さやか寄席

桂米朝一門会

※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。

□東京大衆歌謡楽団コンサート ～昭和初期の名曲を唄う～

●5月21日
（日） ●14：00開演
（13：30開場） ●小ホール・全席指定 ●前売3,000円
（当日500円増）
●予定曲：東京ラプソディ、誰か故郷を想わざる、旅の夜風、
青い山脈 他
※未就学児の入場不可。 ※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
□ドラゴンクエスト スペシャルコンサート 交響組曲 ドラゴンクエストⅥ 幻の大地

●5月4日
（木・祝） ●15：00開演
（14：15開場） ●大ホール・全席指定
●前売当日共4,600円 ●指揮：渡邊一正 管弦楽：日本センチュリー交響楽団
お話：すぎやまこういち 協力：スギヤマ工房、
（株）
スクウェア・エニックス、
キングレコード
（株）
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

●3月23日
（木） ●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
●一般前売1,000円 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）
※各回入替制 ※上映時間119分

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
※休館日を除く。

すばるホールでの各発売初日は電話予約のみ受付
（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

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）

【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

一般発売

（初日は電話予約のみ受付、
10:00開始）

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～

ＤＲＵＭ ＴＡＯ

ブロードウェイデビューを経て公開した
２０１６年舞台「舞響～Bukyo～踊る○太鼓」
全国２０万人が歓喜した
「ハチャメチャに楽しい！」作品が、
早くも更に進化して帰ってくる！
今までの全てのＴＡＯをぶち壊した衝撃のダンシング・
ドラムプロジェク
ションマッピングを駆使した映像と舞台芸術の融合想像を絶する近
未来の「ＴＨＥ 日本エンターテイメント」
に、思わず観客も立ち上がっ
て踊り出す。
ＴＡＯ史上初、
男性メンバーのみによるチーム編成。
日本のカッコ良さが更に加速する！

©DRUM TAO

構成・演出：フランコドラオ
衣装デザイン：コシノジュンコ
舞台デザイン：松井るみ
映像制作：ＺＥＲＯ̶ＴＥＮ

17：00
２Ｆホール 全席指定
Lコード：57140 ぴあ（Ｐコード：324-603）、 イープラス、ＣＮプレイガイド
一般 4,300円 高校生以下 3,000円（当日各500円増）

6月25日（日）

代

一般4,000円 高校生以下3,000円 友の会予約 4/2（日）10:00～

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

一般発売

4/9（日）

10：00～

初日は電話
予約のみ

星空生解説はありません。番組中に星空紹介が含まれています。

投映プログラム

（投映休止日及び他番組の詳細は裏面をご覧ください。）

～3/12
（日）
まで

3月28日
（火）
～5月2日
（火）

時間

平日（火～金）

時間

15：00

「宮沢賢治 銀河鉄道の夜」

15：00

「妖怪ウォッチ」

時間

土・日・祝

時間

土・日・祝

11:00

「たいようくんとおつきちゃん」

11:00

「妖怪ウォッチ」

13:00

「ポラリス」

13:00

「宮沢賢治 銀河鉄道の夜」

14:30

「名探偵コナン」

14:30

「妖怪ウォッチ」

16:00

「宮沢賢治 銀河鉄道の夜」

16:00

「名探偵コナン」

5/3（水）～7（日）ゴールデンウィーク特別プログラム

（※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

妖怪がいっぱいの
『妖怪プラネタリウム』
に足を踏み入れたケータたち！
満天の星空に妖怪たちが現れて大騒ぎに! ?
星空や宇宙のお話はもちろん、妖怪ウォッチならではの笑いも満載！妖怪たちと一緒に楽しもう
！

時間

ゴールデンウィークプログラム

10：00

「さんびきのこぶた」

11：00

「妖怪ウォッチ」

13：00

「宮沢賢治 銀河鉄道の夜」

14：30

「妖怪ウォッチ」

16：00

「名探偵コナン」

観覧料

●5月20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：桂ざこば、桂南光、
桂文之助、桂南天、
桂雀太、桂りょうば
※未就学児の入場不可。 ※前売り券完売の場合、当日券はありません。 ※3/12
（日）
発売開始

□シネマ de ラブリー「超高速！参勤交代リターンズ」

・3月26日（日） 星空シアター公演開催のため

…………… チケット専用 ……………

LIC はびきの

●3月26日
（日） ●14：00開演
（13：30開場） ●3階 音楽実習室・全席指定
●出演：林家そめすけ、
林家花丸、桂白鹿
※こちらのチケットは、LICはびきののみの販売となります。

開設時間：午前９時から午後５時まで
相談受付時間：午前９時から午後4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3時頃）
終了する場合があります。

1200円
富田林市ダンス連盟
（上田）
（当日300円増） akiko@e-scintiller.com

①14:00 SS 8640円
ホ
S 7560円
②18:00
13:30
小 （予定） 入場無料

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。

2000円
10:00
NAMUEバレエコンクール実行委員会
（予定） （当日500円増） 052－204－0073

10:00

星空生解説付き

『すばるホール』です。

4000円
ッ
トよしもと(10:00～19:00)
ホ ①12:00 （当日500円増） チケ
0570－550－100
②15:00

17日金
～21日火
22日水
～23日木

約40分

富田林税務署の
確定申告会場は

主催・お問い合せ先

よしもとお笑いライブin富田林
作品展

さんびきのこぶた
ながれぼしをみた

オオカミはほんとうはこぶたたちと友だちになりたかった！？こころ
あたたまる星空ファンタジー！
有名なイギリスの童話『さんびきのこぶた』をプラネタリウム向けに
作り替えた作品です。

5月7日（日）投映終了

星空生解説付き

4日土

26日日

4
月

行

幼児向け

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！

約45分

［会 場］ ホ ホール

©カワハラユキコ/SPACESITE

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？

約55分

イベントカレンダー

3
月

名探偵コナン 探偵たちの星月夜

妖怪ウォッチが
プラネタリウムに初登場！

©KAGAYA studio

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

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）

プラネタリウム新番組 3/28投映スタート！

S U B A R U N E WS

平日（火～金）

おとな 500円
こども 250円
おとな 400円 こども 200円

※観覧券は観覧当日に会場前の券売機にてお買い求めください。

ゴールデンウィーク
（5/3～7）期間に
イベント計画中！
詳細は4月中旬ホームページで発表！

ヴァイオリン

ヴィオラ

ピアノ

奧田章子

植田延江

成宮彩華

私の街でクラシック Vol.19

母の日によせて

音の花束

母への愛でいっぱいになる日に思いを込めて、温かくやさしい調べを
お届けします。
絵本「花の好きなうし」
ではフェルディナンドをありのままに受け入れる
お母さんの愛を、藤田千代美さん
（関西芸術座）
の朗読とヴァイオリン
でお楽しみ頂きます。

5月7日（日）

一般発売

3/19（日）
10：00～

14：00

２Ｆリハーサル室 全席自由（限定８０席）
初日は電話
代 Lコー
ド：57729
予約のみ
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 友の会予約 友の会も同日発売

※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

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

朗読

藤 田 千代美
（関西芸術座）

曲 目
モーツアルト
ヴァイオリンとヴィオラのための
二重奏曲
フェルディナンド
～はなのすきなうし
（朗読と独奏ヴァイオリンのための）
アヴェマリア
子守歌
赤いサラファン
花のワルツ 他

星空シアター

とんだばやし演奏家協会

吉川よしひろ 星空一人チェロリサイタル

親子のためのクラシックコンサート

私の街でクラシックVol.18

音楽の絵本 ～チェンバーオーケストラ～

Bass Bar コンサート～発見、
コントラバス～

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

これまで、すばるホールに登場した
編成の中で、最も豪華でたくさんの
動物たちが演奏する
『チェンバーオーケストラ』。
貴重なこの公演をお見逃しなく！

他

弦（つる）
うさぎ達がたくさん集まって
小さなオーケストラを結成しました！
ズーラシアンブラスと仲間たちが新たな編成
を結成！
『音楽の絵本』はクラシック音楽における絵

ゲスト：林 俊武

「Bass Bar」（長谷川光、三井脩平、宮田雄規、吉田有音）

3月26日（日）
14：00

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１８回目となる今回は、関西を拠点に活動するコントラバスカルテット
「Bass Bar」が
古今東西の名曲アレンジやオリジナル曲をお届けします。関西コントラバス界の巨匠、林俊武氏の共演も必聴！
予定曲目：交響曲第 5 番「運命」（Bass Bar ver.）、メモリー、愛の讃歌、赤とんぼ、その他 オリジナル曲やアレンジ曲など

3Fプラネタリウム室
全席自由
代 Lコー
ド：55848
2,000円（当日500円増）
1,800円
（限定170名）

※未就学児の入場はご遠慮ください

14：00

3 20
月

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）
一般 ９００円 高校生以下 ４５０円

日
（月・祝）

※未就学児の入場はご遠慮ください

すばるイブニングコンサート

片

山

代

Lコード：52501

※会場ではスリッパに履き替えていただきます

一般発売

3/3（金）

10：00～

初日は電話
予約のみ

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

5月6日（土）

©ＳＵＰＥＲＫ
ＩＤＳ

響

市

2016ピティナ・ピアノコンペティションJr.G級銀賞

居

宥

２Ｆホール 全席指定
2,500円（当日500円増）
2,250円

すばるパソコン教室

17:00（開場は45分前）

香

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

① 9:30～10:45

○

○

―

○

○

○

○

○

―

―

―

○

2014ピティナ・ピアノコンペティションJr.G級入選

④19：45～21：00

―

○

―

○

Lコード：54732

600円（当日200円増）※１ドリンクつき

制作協力／株式会社東音企画

500円

友の会予約 友の会も同日発売

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

飛び出そう、舞台へ！「ピティナ・ピアノステップ」

ピティナ・ピアノステップはいつでも参加でき、
アドバイスがもらえる公開のステージ。
こどもから大人までおよそ47,000人が出場しています。
経験豊富なピアニスト・ピアノ指導者である３名の「ステップ・アドバイザー」が、
あなたの演
奏を聴いて直筆メッセ―ジでアドバイスを贈ります。
普段の練習の目標に、
コンクールや発表会などの本番前のリハーサルに、
あなたもステップ
のステージで演奏してみませんか。
「ピティナ富田林すばるステーション」では、
すばるホールの大きな舞台とコンサート用のグ
ランドピアノをご用意して、
皆様の参加をお待ちしています。
当日はアドバイザーによるトークコンサートも開催予定です。入場無料でどなたでもお聴き
頂けますが、
入場整理券が必要です（ステップ参加者・関係者は不要です）。※詳細はお問合
せください。

６月１１日（日）

会

場

２Ｆホール

設

備

申込先

ピアノ機種 /ＳＴＥＩＮＷＡＹ-Ｄ２７４、足台・補助ペダル有

（備考）ステップ参加料の他にホール特別設備費（500 円）がかかる地区です。

一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

（ピティナウェブサイトまたは郵送にて申込）

※参加費等の詳細はすばるホールに設置している参加要項をご覧ください。

申込締切

５月８日（月）

※Web 申込は 5 月 10 日（水）15 時まで
※定員に達した時点で申し込みを締め切ります。

お問合せ

星空アロマ

すばるホール内 ピティナ富田林すばるステーション
主催／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ） 後援／文部科学省
実施事務局／ピティナ富田林すばるステーション

すばるホール（公益財団法人富田林市文化振興事業団）は、
富田林市における音
楽教育の更なる充実を目的とし、
ピアノ学習者の演奏能力の向上と学習成果の確
認を行う本事業を実施するため、
ピティナステーションとしては全国初となる公共
ホールを中心とした「ピティナ富田林すばるステーション」を設立いたしました。

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…

開講の希望曜日・時間帯を予約できます。
（各75分）

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
（別途テキスト代が必要です）
すばる友の会会員は各600円割引（会員本人のみ）。
申し込み 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」
「スマホコース」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。

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。

すばるクラフトシリーズ

すばるホール友の会 会員募集

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！～

開催日

3月11日（土）

プラネタリウム特別投映

プラネdeえほん

講師／NPO法人きんきうぇぶ

③18：30～19：45

◆ショパン：バラード第2番 ヘ長調 Op.38
◆ラヴェル：水の戯れ ほか

１Fレストランすばる 全席自由

んお母さんも一緒に夢の世界へ誘います。

プラネタリウムで絵本を読もう！

②11：00～12：15

※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。

楽しみ下さい。子ども達だけではなくお父さ

代

※３歳以上有料 ※２歳以下無料（おとな１名につき１名まで膝上鑑賞可、
ただし座席が必要な場合は有料。）
※お子様の機嫌が優れない場合は、一時離席をお願いいたします。

（桐朋女子高等学校音楽科２年）

Lコード：54393

で、動物たちが奏でる多彩な音楽の世界をお

開催日時

［演奏予定曲］

◆アリャビエフ
（リスト編）
：ナイチンゲール S.250-1
◆リスト：スペイン狂詩曲 S.254 ほか

本格的なクラシックから映画音楽に童謡ま

※曲目は変更になる場合がございます。

14：00

○…開講

［演奏予定曲］

しました。

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。

5月13日（土）

（広陵町立真美ヶ丘中学校２年）

3月11日（土）

本のような役割ができれば…と考えられ誕生

<演奏予定曲>
・アイネ・クライネ・ナハトムジーク
・迷子の子猫クラリネット踏んじゃった
・ディズニー映画「ズートピア」より
“トライ・エヴリシング” ほか

4月13日（木） 5月11日（木）
※3月はお休みします

10:30～11:00（開場は15分前）
協力／ NPO法人ふらっとスペース金剛

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

限定
20名

参加
無料

①人気公演は一般発売に先駆けて先行予約！
②主催公演コンサート、演劇などを会員価格で！
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

会費

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！）

入会
方法

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。

珍しい！

プラネタリウム
字幕付投映をぜひご覧ください。
すばるホールのプラネタリウムでは、字幕付の投映を行っております。
前半の星空生解説にはスタッフの手作りによる字幕で、後半は番組にセットされ
た字幕でお楽しみいただきます。
（一部番組を除く）
字幕付投映は年４回定期投映を行っておりますが、団体様はご予約していただく
事でご希望の日に字幕付投映を行わせていただきます。ご希望日の７営業日前
までにご予約をお願いします。

次回の字幕付投映は

限定
100名

「すばる友の会」では会員を募集しています。

特典

3月12日（日）

3Fプラネタリウム室

3月4日（土）です！

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

80名
限定
約40分

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「ウインドオーケストラ」
（ペパーミント・クラリセージ・セロリ）

第20回記念展テーマ＜なごみ＞ 富田林市文化振興基金事業

富美展（富田林市美術協会展）

日本画・洋画・彫刻・書・写真
5部門の富田林市美術協会会員作品・
一般公募作品を展示しています。
お楽しみイベント

3月19日（日）
落語会 4階銀河の間 14:00～16:00
出演：森乃石松、紫亭京太郎
3月20日（月祝）
口笛演奏 3階展示室
①11:00 ②13:00（2回・各約45分）
出演：儀間太久実

3月17日（金）～21日（火）

10:00～18:00（最終日は16:00まで）

3階展示室 ほか

入場無料

プラネタリウム ぷちリニューアルのお知らせ
平成3年より、皆様に愛されてきたすばるホールの光学式プラネタリウムGSS-2は
稼働期間26年目を迎えようとしております。このたび光学式の生命線といってよい
レンズのフルオーバーホールを実施いたします。温かみのある電球光源をそのまま
に、磨き上げられたクリアなレンズで投映される、恒星約25000個が輝く満天の星
が、みなさんの目の前に広がります。

リニューアルに伴い以下の期間、投映を休止いたします。

3月14日（火）～25日（土）
※3月26日
（日）
はイベント開催のため、投映休止

3月28日
（火）の一般投映より投映を再開いたします。お楽しみに♪

