
原作 / こうの史代　音楽 / コトリンゴ　監督・脚本 / 片渕須直　上映時間 /128 分
声の出演 / のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美詞　ほか

プラネタリウムを観よう！

プラネタリウムの中をのぞいてみたり、普段は見る事のできないコンソ
ール（操作卓）などプラネタリウムの裏側を見学してみませんか？

プラネタリウムに触れてみよう！

妖怪ウォッチ
プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！

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！

第２次世界大戦下の広島・呉を舞台に、大切なものを失いながらも前向きに生きようとする主人公“す
ず”の人生と、彼女を取り巻く人々の日常を生き生きと描く。
第４０回日本アカデミー賞「最優秀アニメーション作品賞」などを受賞した、感動の話題作。

プラネタリウム
レンズリフレッシュ記念企画

日時：5月3日（水祝）～7日（日） 12:30～12:50（20分間）。
募集：各日10名　小中学生対象（保護者同伴可）
内容：プラネタリウムの仕組み
　　　光学式プラネタリウムを覗いてみる
　　　光学式とデジタル式を使って季節の星と星座を探して見るetc
応募方法：4月27日（木）受付開始（休館日を除く10:00～　　
　　　　　17:00まで）お電話でお申し込みください。
　　　　　0721－25－0222 定員に達した段階で受付終了します。
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6/4（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

5/10（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～ 8月11日（金祝）※2歳以下無料（おとな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）

※全席事前指定（座席指定は8月2日（水）10：00よりすばるホール受付にて開始
　お一人様1回につき6枚まで。受付時間は10：00～17：00）

２Ｆホール 全席事前指定14：00 一般  １,５００円　高校生以下  ５００円
友の会予約 友の会も同日発売一般 １,200円  高校生以下 4００円7月23日（日）

※割引対象は、６０歳以上・高校生以下・障がい者の方及びその介護者１名まで

２Ｆホール（1階席のみ） 全席自由
①１０：３０　②14:00（日本語字幕付き）  各回入替制

一般  1,000円（当日200円増）　割引  900円（当日共）

友の会予約 友の会も同日発売一般  900円　割引  810円

Ｚombie of ＥdenＺombie of Ｅden
すばるオリジナルミュージカル2017

オーディションによって選ばれた市内在住・在学の小学４年生～高校生でお贈りするこの世界の片隅にこの世界の片隅にすばる映画祭
～Film Collection～

8月20日（日） 出演　オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ・ソロイスツ（22人編成）

作・脚本／正木邦彦　演出・作曲／藤田晴美
振付／YUKI　　　　  歌唱指導／喜納さおり

Lコード ： 54462代

©こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会

妖怪ウォッチ
時間
15:00

平日（火～金）

妖怪ウォッチ
銀河鉄道の夜
妖怪ウォッチ

名探偵コナン 

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土・日・祝

さんびきのこぶた
妖怪ウォッチ

銀河鉄道の夜
妖怪ウォッチ

名探偵コナン 

時間
10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

ゴールデンウィーク

銀河鉄道の夜
時間
15:00

平日（火～金）

妖怪ウォッチ
銀河鉄道の夜
妖怪ウォッチ

ポラリス

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土・日・祝

妖怪ウォッチ
時間
15:00

平日（火～金）

たなばたさま
銀河鉄道の夜
妖怪ウォッチ

ポラリス

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土・日・祝

※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。

（４歳以上中学生以下）

おとな 400円　こども 200円

おとな  500円
こども  250円

観
覧
料

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。

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？

名探偵コナン 探偵たちの星月夜

銀河鉄道の夜
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。

©KAGAYA studio 約55分

約45分
原作：宮沢賢治
脚本・CG：KAGAYA
音楽：加賀谷玲
朗読：桑島法子

星空生解説付き

5/7（日）投映終了

5/13（土）投映開始

6/3（土）投映開始約45分

約30分

星空生解説付き

約30分星空生解説付き

星空生解説付き

織姫さまと彦星さま。二人はどうして年に
一度 7 月 7 日の夜にしか会えないのでしょ
うか？
中国の牽牛と織女の昔話、日本でも有名な
“たなばたさま” のおはなしです。

たなばたさま
幼児向け

～5月2日(火） 5月3日（水祝）～7日（日） 5月9日（火）～5月28日（日） 5月30日（火）～7月9日（日）

※１４時の回はバリアフリー上映（日本語字幕付き）となります。

参加
無料

※こどもは３歳～小学生　※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）　※親子ペア券はす・ロのみ取り扱い

友の会予約 5/14（日）10:00～

２Fホール 全席指定　①11：00  ②14：00 おとな 1,500円　こども 1,000円（各当日共）　親子ペア 2,250円（前売のみ）

おとな 1,350円　こども 900円　親子ペア 2,000円Lコード ： ５２６０６
シオン チケットセンター　フリーコール 0800-919-5508　10:00～17:30（日・祝を除く）

代二 5/21（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

楽器を体験してみよう！
終演後、ロビーにてお子様向けの楽器体験コー
ナーを開催します。（各回２0０名限定、お一人様
１楽器のみ体験していただけます。）
※参加には開場時にロビーにて配布する整理券が必要です。
※楽器はご希望に添えない場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

　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“オオサカ・シオン・ウイン
ド・オーケストラ”の選りすぐりのメ
ンバー（ソロイスツ）でお贈りする楽
しい吹奏楽ファミリーコンサート。

乳 幼 児 大 歓 迎

打楽器で
シオンと共演しよう！
おうちにある打楽器

（カスタネット、タンバリン、
マラカスなど）を
もってきてね。

5/26（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～8月12日（土）

※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

友の会予約 5/19（金）10:00～

一般 ４,０００円  高校生以下 ３,０００円
一般 3,6００円  高校生以下 2,7００円

２Ｆホール  全席指定14：00
Lコード ： 53440
ぴあ（Ｐコード：458-798）
イープラス、ＣＮプレイガイド

代とんだばやし混声合唱団 第21回定期演奏会
すばるホール芸術文化助成事業

第一部は、当団オリジナル曲や唱歌などお馴染みの曲を演奏。
第ニ部は、ゲスト池辺晋一郎氏の作曲作品の演奏とゲストトーク。
特に最終ステージでは、昨年初演をされた混声合唱組曲「こわしてはいけない」～無
言館をうたう～全６曲を池辺晋一郎氏自らの客演指揮にて演奏をいたします。

とんだばやし混声合唱団　神戸市役所センター合唱団
作曲家 池辺晋一郎　（客演指揮、ゲストトーク）

主催・お問い合わせ：とんだばやし混声合唱団　団長　岡　090-1486-2033

２Ｆホール （１階席）当日座席指定、（２階席）自由席6月18日（日）
14：00（開場は60分前）

一般 １，０００円（当日共）　事前座席指定券 1300円（前売のみ）※若干数

内容

出演

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©GOTO OPTICAL MFG.CO.

お嬢様学園にいきなり現れたゾンビのむれ！
未来人やスクールガーディアンの陰謀がうずまく
なか、少女たちの心の行方は？

©GOTO INC　©Planétarium de Saint-Etienne production

ポラリス
「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！

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　 ※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。）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vol.15
オッフェンバック「ホフマン物語」［原語上演・日本語字幕付・全5幕］
●6月11日（日）  ●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定
●S席6,500円　A席4,500円　B席2,000円　学生券2,000円
●指揮：牧村邦彦  演出：中村敬一  合唱指揮：田中希美  管弦楽：大阪交響楽団  合唱：河内長野マイタウンオペラ合唱団
キャスト：ホフマン/千代崎元昭、ニクラウス・ミューズ/橘知加子、リンドルフ・ミラクル博士・コッペリウス・ダベルトゥット船長/松澤政也、
オランピア/古瀬まきを、アントニア/平野雅世、ジュリエッタ/木澤佐江子、アントニアの母/岸畑真由子、ステッラ/奈良絵里加、
スパランツァーニ/東平聞、クレスペル・ルーテル/木村孝夫、シュレーミル/西村明浩、アンドレス・コシュニーユ・フランツ・ピティキナッチョ/
谷口耕平、ヘルマン/奥村哲、ナタナエル/近藤勇斗
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

□LICオルガンコンサート「歌は響く、オルガンと共に」
●6月17日（土）  ●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・自由席
●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）
●4月15日（土） 9：00よりチケット発売　※未就学児入場不可
□第54回りっくぷち寄席
●6月11日（日）  ●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・指定席　●前売1,000円（当日200円増）
●出演：林家染二、林家菊丸、笑福亭由瓶、林家染吉　●4月15日（土） 9：00よりチケット発売
※未就学児入場不可

□松竹新喜劇爆笑公演 「新・親バカ子バカ」「お染風邪久松留守」「月亭方正の落語」
●5月12日（金）　●13：00開演（12：30開場）　● 大ホール・全席指定
●前売一般4,500円（当日500円増）
●出演：渋谷天外、藤山扇治郎、曽我廼家寛太郎、月亭方正(落語)　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。
□SAYAKA JAZZ LOUNGE VOL.8 －Lover’s Concerto－ 第1回「ジェントル・レイン」
●6月21日（水）　●18：30開演（18：00開場）　●小ホール・全席指定　●前売2,200円（当日300円増）
●出演：古谷充カルテット、Gee Baby　●ムーンライト・セレナーデ、雨の日と月曜日は、ワーク・ソング 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。　※1ドリンク付

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～

代

※休館日を除く。

・ 平日の月曜日（５月1･8･15･22･29日 ※5/3-5は17時30分閉館 ／6月5･12･19･26日）

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

・ 上記休館日プラネタリウム
休 止 日

ホ ホール 小 小ホール 展 展示室 銀 銀河の間［会 場］

ホール
発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

News 2017.
May & June

5&6
SUBARU NEWS

行　事　名日程 開演時間 前売料金 主催・お問い合せ先

5
月

㈱トーハン大阪支店　高田英次
06－6453－2504

富田林市カラオケ連絡会　米原
090－1911－7410

刀根幸子　0721－26－0003

ゆであずき　090－5652－7007

児童図書・優良図書展示会 10:00 無料

日本舞踊協会主催「涼の会」 11:30 無料

おでかけ道頓堀SUPER歌謡劇場IN富田林 14:00 3500円

富喜の会 10:30 無料

富田林市日本舞踊協会　花柳吟明
0721－25－7314

高齢者大学シニア富田林くすのき塾
0721－29－7001（加藤）

ハートパルクラフト展　高橋
0721－24－3244

富田林市民児協主任児童委員部会
0721－25－1000（内283）

14日日

28日日

27日土

10日水
 ～11日木

6
月

wakuwaku手作りマーケット 10:00

第11回マタニティ＆子育て中コンサート 10:00 無料

くすのき塾　カラオケお楽しみ会 10:00 無料

ハートパル　クラフト展（手作り作品展示・販売）  

10日土

8日木

17日土

20日11-19時
21日10-19時
22日10-15時

展

展

展

ホ

ホ

小

小

小

小

20日火
 ～22日木

奥野雅生　0721－24－7792

カラオケホール美家　久保晃代
090－6554－75137

月
カラオケホール　めいちゃ発表会 9:45 無料

 14:00 無料ホ
2日日

南大阪管弦楽団 第30回記念定期演奏会
シベリウス　交響曲第2番 他

無料
（販売有）

無料
（販売有）



すばるキッズ講座

お天気教室inプラネタリウム 　飛び出そう、舞台へ！「ピティナ・ピアノステップ」

「日本の昔話」と「南米コスタリカの民話」をもとにした幼児～小学校低学年向けの人形劇です。
上演時間：2作品あわせて約1時間

7月30日（日）

人形劇団クラルテ

「絵姿にょうぼう」「トウモロコシはだれのもの」　　 

２Ｆ小ホール  全席自由10：30
２歳～就学前  １,０００円　小学生以上  １,５００円（当日各200円増）

２歳～就学前  ９００円　小学生以上  １,３５０円
※２歳未満入場無料

※ステップ参加者・関係者以外の方は、入場整理券が必要です。
入場整理券は５月１９日（金）１０時より、すばるホールにて配布します。

Lコード ： ５５７８６代

6月24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「アルコバレーノ（虹）」
（イランイラン・ローズマリー・グレープフルーツ）

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

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

～ 初夏に爽やかなキャンドルを作ろう！ ～

すばるホール友の会 会員募集
「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

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

「すばる第九シンフォニー２０１７」合唱団員募集 すばるスペースアート展２０１７作品大募集！

5月11日（木）

プラネdeえほんプラネdeえほん
プラネタリウムで絵本を読もう！

ドームスクリーンに絵本を映しだしてみんなで読もう！
少しくらい騒いだって大丈夫♪手遊びやリズム遊びのコー
ナーもあるよ。

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛

3Fプラネタリウム室10:30～11:00（開場は15分前）

昨年の２月にブロードウェイデビューを経て公開した２０１６年舞台作
品「舞響～Bukyo～踊る○太鼓」。
全国２０万人以上が歓喜した「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、男性メンバーだけによるチーム編成。
日本のカッコ良さが更に加速する！

公 演 日：2017年12月10日（日）14：00開演
指　　揮：佐々木　宏
管 弦 楽：八尾フィルハーモニー交響楽団
合　　唱：すばる第九を歌う会
場　　所：すばるホール・大ホール
演 奏 曲：ベートーヴェン作曲
　　　　　交響曲第九番（合唱付）他

練習日時：初回6月18日（日）10：00～12：00
　　　　　（練習回数 約20回、原則日曜日10：00～12：00）
合唱指導：齊藤正義、片桐仁美
練習会場：大阪大谷大学、すばるホール、市民会館
参 加 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）

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
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どで自由に描いてください。

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。

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
開催期間／７月１５日（土）～１７日（月祝）１０：００～１７：００

画用紙の配布・申込受付期間／６月１日（木）～７月９日（日）
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。

DRUM TAO 舞響－Bukyo－ 踊る〇太鼓２

Café Manouché avec ZaZa フレンチ JAZZ LIVE in 富田林
南河内 JAZZ フェスティバル 2017

6月25日（日）

©DRUM TAO ※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

一般 4,300円　高校生以下 3,000円（当日各500円増）

一般4,000円　高校生以下3,000円

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
２Ｆホール 全席指定17：00

2F小ホール18：30

代
代

CNプレイガイド・各会館 Lコード：全公演共通 52703

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

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。夏休みの自由研究にご活用ください。
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。

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「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。

アドバイザーの藤井快哉
先生によるトークコンサ
ートを開催します。
（公演時間は約30分）

※ステップのプログラム内で開催
　するため、一部お使いいただけ
　ない座席がございます。

絵姿にょうぼう
美しいお嫁さんの姿が見えないと仕事が手につかないごんべえさんは、その姿を絵
に描いて畑に持って行きます。ところが風が吹いてその絵が飛んでしまい、絵姿を見
た殿様もうっとり。この女の人を連れて参れと家来に言いつけます。日本の民話を素
材に、大らかな愛をユーモアたっぷりに上演します。

トウモロコシはだれのもの
働き者のうさぎがやっと育てたトウモロコシをカミキリムシが来てよこせと言いま
す。実ったらあげると約束してなんとか帰ってもらうと、次々に動物たちがやってき
て・・・コスタリカの民話を色彩豊かな人形劇にして上演します。

7月22日（土）

6月11日（日）

9月2日（土）

講演テーマ／天気予報の正しい使い方

講師  正木　明 （気象予報士）

朝日放送

「おはようコールＡＢＣ」

「おはよう朝日です」　出演中
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※全公演自由席・6歳未満入場不可・1ソフトドリンク付・税込　　主催 ： 南河内文化会館ネットワーク委員会　後援 ： 南海電気鉄道株式会社

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170名）14：00
Lコード ： ５２５６５

友の会予約 5月14日（日）10:00～

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。

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
○
○
○
○

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

○…開講　開講の希望曜日・時間帯を予約できます。（各75分）

講師／NPO法人きんきうぇぶ

すばるパソコン教室

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「はなのすきなうし」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6日（土）
片　山　　　響

（広陵町立真美ヶ丘中学校3年）

5月13日（土）
市　居　宥　香

（桐朋女子高等学校音楽科3年）

すばるイブニングコンサート
完売御礼

プラネタリウム
字幕付投映をぜひご覧ください。

プラネタリウム
字幕付投映をぜひご覧ください。

次回の字幕付投映は
5月21日（日） です！

バリアフリー！

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）

5月7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

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

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

ヴァイオリン
奧 田 章 子
ヴァイオリン

奧 田 章 子
朗読

藤 田 千代美
（関西芸術座）

朗読
藤 田 千代美

（関西芸術座）

ピアノ
成 宮 彩 華

ピアノ
成 宮 彩 華

ヴィオラ
植 田 延 江

ヴィオラ
植 田 延 江

10th Anniversary

南河内 JAZZフェスティバル２０１７
スケジュール

加藤英雄とアブナイ仲間たち! in 藤井寺

7月29日（土） パープルホール別館 中ホール

SWING ＆ SMOOTH JAZZ in 大阪狭山 

8月5日（土） SAYAKAホール コンベンションホール

酒井麻生代カルテットJAZZ in 河内長野

8月26日（土） ラブリーホール 小ホール

山口真文 meets 奥平真吾 JAZZ LIVE in 羽曳野

9月9日（土） LICはびきの ホールM

ラテンのリズム & SWING JAZZ 名曲集 in 松原

9月23日（土祝）　松原市文化会館

予定曲目
Caravan
Nuages
パリの空の下
Minor swing 他

5/21（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

5/21（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

5/7（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 友の会も同日発売

アコースティックギタリスト・川瀬眞司
を中心にした本格派ジプシースウィン
グトリオ『Café Manouché』。ヴォー
カルにシャンソン歌手のZaZa、さら
にゲストとしてアコーディオン奏者
のかとうかなこを迎え豪華なステー
ジをお届けします。

ZaZaカフェマヌーシュ

一般 ２,０００円（当日３００円増）　３公演パス ４,５００円
ペア券 ３,８００円（前売のみ） （枚数限定・3公演とも異なる会場でご使用ください。）

南河内ネットワーク委員会HP

ＷＡ

２Ｆホール　全席自由１５時頃予定
入場無料（要入場整理券）

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

設　備：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（500円）がかかる地区です。
申込先：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の参加要項をご覧ください。
申込締切：５月８日（月）※Web申込の締切は5月10日（水）15時まで
※定員に達した時点で締め切ります。

２Ｆホール

参 加 者 募 集 藤井快哉トークコンサート

かとうかなこ（ゲスト）

第６７回富田林市民文化祭第６７回富田林市民文化祭第６７回富田林市民文化祭
ミュージックフェスティバル

2Fホール16:30

528
（日）

市民民謡大会
4F銀河の間10:30

625
（日）

ダンスフェスティバル

2Fホール16:30

7 8
（土）

入場無料

吹奏楽・ロック・オカリナなど11団体が演奏します。

日本各地の民謡を市内5団体で唄います。

市内11団体（ストリート・HIPHOP・フラメンコ・
健康体操・バレエ・フラダンス）が出演します。

参加
無料

限定
100名

ゴールデンウィークゴールデンウィーク

プラネタリウムキッズ イベントスペシャル

「プラネタリウム特別スケジュール投映」

開催期間／5月3日～7日 10：30～14：30頃まで ミニ縁日、プレゼントなど、数に限りの
あるものはなくなり次第終了します。

プラネタリウム本体の恒星レンズリフレッシュを実施！
２５年ぶりにリフレッシュした満天の星空をお楽しみくだ
さい！イベント期間中はプラネタリウムを特別スケジュー
ルで投映します。

「市内在住の６５才以上の方、観覧無料！」
イベント期間中、市内在住の６５才以上の方はプラネタリウ
ムのご観覧が無料に！

（住所と年齢確認の出来る身分証明書をご提示ください。）
お孫さんなどご家族の方とぜひご観覧ください。

「ミニ縁日」
スーパーボールすくいにヨーヨー釣り、わたあめ
やフライドポテト、から揚げなどの販売も！
レストランでは期間限定「お子様ランチ」も登場！

「プラネタリウムに触れてみよう！」

12:30～12:50（事前予約制）

小中学生対象 プラネタリウムの仕組みなどを学べるバック
ヤードツアー 10名（保護者同伴可）事前予約制 参加無料

（申込方法は本紙裏表紙の記事をご参照ください。）

「スバルファイブショー」
あのスバルファイブがプラネタリウムに
やってくる？！何が起きるかは当日の
お楽しみ～！（プラネタリウム特別ステージは
11：35からの１回のみ）

「すばる探検クイズ！星座を探せ！」
すばるホールのどこかに隠された星座たちを探してクイ
ズに挑戦！！
正解者にはすばるホールオリジナルグッズなどをプレゼ
ント。（数量限定）

５月３～６日限定！

観覧無料！

参加無料！

※6月はお休みします。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プラネタリウム室前6月17日（土）

残席わずか

下半期にも開催を予定しております。お楽しみに♪

代

6月17日（土）・18日（日）6月17日（土）・18日（日）

※星空の「解説」はありません。 途中、入退場はご遠慮ください。
当日10：30から２階受付で整理券を配布します。

3Fプラネタリウム室12:00～12:25（開場は10分前）
参加
無料

「Naked（ネイキッド）プラネタリウム」「Naked（ネイキッド）プラネタリウム」
プラネタリウム投映機レンズリフレッシュ記念プラネタリウム投映機レンズリフレッシュ記念

29年3月に25年ぶりのレンズリフ
レッシュを実施したプラネタリウム
投映機ＧＳＳ－Ⅱ
オープン当初のようにクリアになっ
た投映機が映し出す満天の星。
自然の音と時折流れる音楽。解説さ
えなくし、極力演出を控えたピュア
な星空をお楽しみください。


