
8月12日（土）

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３団体まで。
対象期間　平成29年10月～平成30年3月に実施する事業
応募期限　平成29年7 月30 日（日）まで
応募方法等　すばるホールホームページをご覧ください。

開催日程 ： 7月29日（土）・8月15日（火）・16日（水）
内　　容 ： 11時からのプラネタリウム観覧後にプラネタリウムを
　　　　　使って操作体験をしていただきます。
対　　象 ： 小学生
募　　集 ： 各日3名
　　　　　7月2日（日）10時より2F受付カウンターで受付開始。
　　　　　（受付時間10:00～17:00・電話予約可・定員になり
　　　　　次第受付終了します。）
参 加 費 ： 通常のプラネタリウム観覧料が必要です。
　　　　　おとな 500円　こども 250円

出　演：澤田薫・榛葉樹人・横山慎吾・塩入功司・大野隆
　　　　中安千晶・吉田静・池田史花・財木麗子・谷原めぐみ
ピアノ：南雲彩・吉野翠・山元香那子
司　会：石川牧子

※出演者は変更になる可能性があります。

提供：ＢＳ日テレ

撮影：内池秀人（エクラン）

7/14（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

10月7日（土）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※写真はイメージです。

２Ｆホール 全席指定14：00

3,500円（当日500円増）

友の会予約 7/8（土）10:00～3,200円

Lコード ： 56677代

「歌い継ぎ、語り継ぐ、たおやかな日本のこころ」。
時代とともに生まれた名歌名曲。

日本の風土に育まれた美しい詩と旋律を中心に
歌い継ぐフォレスタが、独自のアンサンブルで

豊かな音楽世界をお届けします。

フォレスタ コンサート in 富田林

8/13（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

10月8日（日）

友の会予約 8/6（日）10:00～5,200円

5,5００円（当日500円増）２Ｆホール  全席指定
14：00

Lコード ： 56688代

※未就学児の入場はご遠慮ください。

企画・制作 ： フォレスタ・プロジェクト
構成・演出 ： 一条貴之　　協力 ： フレンド企画

ドラえもんやのび太達は、ひみつ道具を使って地球のふしぎを
体験する旅に出かけます。
地底探検車で地下に眠る恐竜の化石を発見したり、タイムマ
シンで恐竜絶滅の場面にでくわしたり、地球製造セットで４６
億年前の地球誕生の現場におりたつなど、番組では、地球の
ふしぎを解き明かすヒントを学んで行きます。

この夏、ミュージカルに挑戦した富田林市
の小学4年生～高校生で贈るオリジナルス
トーリーミュージカル
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？

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）

14：00

一般  １,５００円　高校生以下  ５００円
一般 １,200円  高校生以下 4００円

２Ｆホール 全席事前指定
代

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

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。

ふだん入る事の出来ないプラネタリウムの操作席で、
本物のプラネタリウムを操作してみよう！
ゴールデンウィークに開催し好評だったプラネタリウムバックヤードツアー。
今度は操作体験会を開催！少人数でじっくり体験していただきます。

夏休み体験企画 プラネタリウムの操作を体験しよう！

平成29年度後期 すばるホール芸術文化助成事業のご案内

※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

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

ぴあ（Ｐコード：458-798）
イープラス、ＣＮプレイガイド

代 Lコード ： 53440

富田林市民先行予約を行います

７月９日（日）10:00～17:00迄
一般発売に先駆けて富田林市民を対象とした市民先行予約を実施いたします。

（お一人様４枚までお求めいただけます） 限定200席の取扱いとなります。
この機会に是非お申込みください。

予約方法 チケット専用ダイヤル（℡0721-26-2060）で受付します。
 ※窓口での受付はございません。　※予定枚数に達した時点で終了します。
引取方法 7月9日（日）14:00～16日（日）21：00の間に、すばるホール2階受付カウンターまで、
 下記必要書類をお持ちください（休館日を除く）。
必要書類 富田林市在住の証明となるもの（運転免許証など、名前・住所の記載されたもの）
注意事項 上記期間内にお引取りがない場合はキャンセルとなります。
 必要書類をお忘れの場合はお引き取りいただけません。

夏休み！プラネタリウム番組最新作！夏休み！プラネタリウム番組最新作！

約45分 星空生解説付き

投映時間は中面のプログラム表をご覧ください。

芸術文化振興基金助成事業

７月15日（土）より投映開始！

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。

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。

※イベントカレンダーへの掲載は、主催者からの希望調査により掲載しています。
　このため、掲載されていないイベントもございますので、予めご了承下さい。
※内容・時間・料金等は変更になる場合がございますので、事前に主催者へお問い合せください。

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

□かわちながの世界民族音楽祭2017
奥河内音絵巻　山を鳴らす~木と奏でる人々の歌～
●9月10日（日）  ●15：15開演（14：30開場）※15：00よりプレトークあり　
●大ホール・全席自由　●前売2,500円　当日3,000円  ※小学生以下無料
●作曲・芸術監督：サキタハヂメ　●出演：いいむろなおき、菊川晴菜（ラブリ
ーホール・ミュージカルスクール） 他　●演奏：世民2017スペシャルバンド

（サキタハヂメ、大森ヒデノリ、田島隆、和太鼓 響　他）　●踊り：ラブリーホ
ール・ミュージカルスクール、阿波踊りにしき連　他
●歌：Colloid,井谷尚樹
奥河内 OK Stage、奥河内マルシェ、木を面白がる体験ゾーンも同時開催！（10：00～15：00）

□オルガン特別公開講座 第10弾
オルガンレクチャーコンサート『バッハの音楽事典！！』
●8月26日（土）  ●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・自由席
●前売2,000円（当日300円増）　●出演：椎名雄一郎（レクチャー・演奏）、
土橋薫（進行）　●主催：株式会社みのりの里
□親子で楽しむ0歳からのクラシックコンサート
●8月27日（日）  ●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・自由席　
●前売  おとな1,200円　こども（中学生以下）500円　親子ペア券1,500円（各当日300円増）
●出演：大阪交響楽団・新井宗平（うた）・山本かずみ（うた）・羽曳野少年少
女合唱団・富田林市少年少女合唱団　●主催：羽曳野市

□家族みんなで楽しめるクラシックコンサート  音楽のおくりもの
●8月19日（土）　●11：00開演（10：30開場）　● 大ホール・全席自由
●前売一般1,200円　こども（小学生以下）800円　親子ペア1,500円（当日共）
●予定曲：アイネ・クライネ・ナハトムジーク、トルコ行進曲、となりのトトロ、ディズニーメドレー 他
※2歳以下ひざ上鑑賞無料（保護者1名につき1名まで）。但し、お席が必要な場合は有料。
□SAYAKAクラシックススペシャル　長富彩ピアノ・リサイタル
●9月9日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●小ホール・全席指定
●前売一般2,800円　ペア5,000円（当日各500円増）
●予定曲：ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番 ハ短調 作品13『悲愴』、
ベートーヴェン：エリーゼのために、ショパン：幻想即興曲　他
※未就学児の入場不可。

※開場は開演の30分前（特に指定する場合を除く）　※チケット料金は税込です。
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

平日月曜日　7月3・10・24・31日　8月7･14･21･28日　※8/1・13・15・20は17:30閉館となります。すばるホール休館日 情報
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0721-26-2060チケット専用

チケット
発売に
ついて

チケット専用電話の受付時間 9:00～21:00 ※休館日を除く。

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

開催イベントのご案内

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合わせ先日　程
7月  July

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合わせ先日　程
8月  August

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合わせ先日　程
9月  September

 1日（土） とんだばやし混声合唱団　練習 リハーサル室 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野　090-9110-7492
  カラオケホール　めいちゃ発表会 小ホール 9:45 無料 カラオケホール美家　久保晃代　090-6554-7513
 2日（日） 南大阪管弦楽団第30回記念定期演奏会 

ホール 14:00 無料 南大阪管弦楽団　奥野　0721-24-7792
  （シベリウス交響曲第2番ほか）
 5日（水） みんなで歌おう！楽しい童謡コーラス体験説明会 リハーサル室 13:00 無料 NPO法人日本音楽生涯学習振興協会　笹原一　078-200-3070
 8日（土） 第67回富田林市民文化祭　ダンス・フェスティバル ホール 16:30 無料 すばるホール　0721-25-0222
  公益社団法人日本3B体操協会 

リハーサル室 10:00 無料 中野幸子　090-9099-5191
  大阪中支部大阪中南河内グループのつどい
 9日（日） 平成30年度高校入試進学説明会 ホール 13:15 無料 第一ゼミナール本部事務局　0120-4119-01
  

平成30年度高校入試進学説明会
 銀河の間 

14:15 無料 第一ゼミナール本部事務局　0120-4119-01
   小ホール・展示室 
 12日（水） みんなで歌おう！楽しい童謡コーラス体験説明会 リハーサル室 13:00 無料 NPO法人日本音楽生涯学習振興協会　笹原一　078-200-3070
 
15日（土）～17日（月祝）

 すばるスペースアート展2017 展示室 10:00～17:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
  全国科学館連携協議会巡回展　地球から宇宙へ 展示室 10:00～17:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
 18日（火）～8月27日（日） 全国科学館連携協議会巡回展　地球から宇宙へ プラネタリウム室前 11:00～16:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
 16日（日） サマーコンサート 小ホール 12:30 無料 辻野万里子　090-2119-6002
 17日（月祝） 第13回ＪＣ吹奏楽フェスティバル ホール 12:00 無料 富田林青年会議所事務局（月／水／金の11:00～15:00）0721-24-1231
 18日（火） すばるフリーダンスの会 リハーサル室 13:00 500円 中堀幸子　0721-29-2587
  

すばるキッズ講座　お天気教室 in プラネタリウム　正木明 プラネタリウム室 14:00  すばるホール　0721-25-0222
 

22日（土）
  Ｓｅｅｄｓ　Ｃｏｎｃｅｒｔ 小ホール 14:30 無料 Ｓｅｅｄｓ　Ｍｕｓｉｃ　奥野　080-5711-4033
  とんだばやし混声合唱団　練習 リハーサル室 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野　090-9110-7492
 23日（日） すばる映画祭～Film Collection～　この世界の片隅に ホール ①10:30  ②14:00 一般1,000円  割引 900円 すばるホール　0721-25-0222
 25日（火） 演フェス　クリオネ（マリオネット）公演「おむすびころりん」他 ふれあいひろば 10:30 無料（整理券） すばるホール　0721-25-0222
 

26日（水）～30日（日） 絵本とわたしの物語展 銀河の間 ※10:00～21:00 無料 
創価学会「絵本とわたしの物語展」実行委員会　072-339-2590

      ※26日は12:00より。30日は20:00まで。
 27日（木） 演フェス　クリオネ（マリオネット）公演「おむすびころりん」他 ふれあいひろば 10:30 無料（整理券） すばるホール　0721-25-0222
 28日（金） すばるクラフトシリーズスペシャル  IchigoJamプログラミング体験会 ※展示室 13:00 2,200円 すばるホール　0721-25-0222 ※会場は変更になる場合があります。
 29日（土） 演劇フェスティバル　劇団たふたふ公演「おなべなべ」 ふれあいひろば 14:00 無料（整理券） すばるホール　0721-25-0222

  演劇フェスティバル 
小ホール 10:30  すばるホール　0721-25-0222

 30日（日） 人形劇団クラルテ公演「絵姿にょうぼう」「トウモロコシはだれのもの」

  演劇フェスティバル　ピンコロ座「歌うロボット」 ふれあいひろば 13:30 無料（整理券） すばるホール　0721-25-0222

 6日（日） 演劇フェスティバル　劇団つつじ満開座公演 小ホール ①11:00  ②13:30 無料（整理券） すばるホール　0721-25-0222

 8日（火）・10日（木） 演劇フェスティバル　Zooっと公演「おかしのいえ」「おむすびころりん」 小ホール 11:00 無料（整理券） すばるホール　0721-25-0222

 11日（金祝） 
第33回　平和を考える戦争展

 展示室 
9:00～18:00 無料 富田林市　人権政策課　0721-25-1000（内線472）

 12日（土）～13日（日）  展示室・銀河の間   

 11日（金祝） 第6回すばるオリジナルミュージカル　Zombie  of  Eden ホール 14:00 一般1,500円　高校生以下 500円 すばるホール　0721-25-0222

 
12日（土）

 That’sが～まるちょばSHOW！+ロッケンロールペンギン ホール 14:00 一般4,000円　高校生以下3,000円 すばるホール　0721-25-0222

  すばるスターウォッチングクラブ　望遠鏡で土星を見てみよう！ プラネタリウム室 屋上ひろば 18:30 おとな500円　こども250円 すばるホール　0721-25-0222

 13日（日） ｱｰﾄﾌｪｽﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ　ピアノと歌で贈る親子コンサート ホール 11:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
 15日（火） すばるフリーダンスの会 リハーサル室 13:00 500円 中堀幸子　0721-29-2587
 16日（水） 大阪府高等学校芸術文化連盟芸能部会　和太鼓交流講習会 ホール 14:00 無料 大阪府芸文連芸能部会　富田林高（岡村）0721-23-2281
  すばるキッズアートフェスティバル2017 全館 10:00～15:00 無料（一部有料） すばるホール　0721-25-0222
 

20日（日）
 演劇フェスティバル　精華高校演劇部公演 ふれあいひろば ①11:00  ②13:00 無料（整理券） すばるホール　0721-25-0222

  ｵｵｻｶ･ｼｵﾝ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ･ｿﾛｲｽﾂ 
ホール ①11:00  ②14:00  すばるホール　0721-25-0222

  吹奏楽ファミリーコンサート～乳幼児大歓迎～ 
 23日（水） みんなで歌おう！楽しい童謡コーラス体験説明会 リハーサル室 13:00 無料 NPO法人日本音楽生涯学習振興協会　笹原一　078-200-3070
 26日（土） とんだばやし混声合唱団　練習 リハーサル室 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野　090-9110-7492
 27日（日） すばる交響楽団　合同練習 ホール 13:00～17:00 関係者 すばる交響楽団　松長徹　0721-26-1779
  ベートーヴェン作曲　交響曲第九番の合唱練習 リハーサル室 10:00～12:00 要問合せ 畑中　0721-24-8196
 30日（水） みんなで歌おう！楽しい童謡コーラス体験説明会 リハーサル室 13:00 無料 NPO法人日本音楽生涯学習振興協会　笹原一　078-200-3070
 31日（木） 夢のスター歌謡祭 ホール ①13:30  ②17:30 SS 7,344円　S  5,940円 ㈱夢グループ　0570-064-724

  とんだばやし混声合唱団　練習 リハーサル室 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野　090-9110-7492
 2日（土） 南河内JAZZフェスティバル2017 

小ホール 18:30 一般2,000円  ペア券3,800円 すばるホール　0721-25-0222
  Cafe´ Manouche´avec ZaZa ﾌﾚﾝﾁJAZZ LIVE in 富田林
 

3日（日）
 宅建協会南大阪支部研修講演会 小ホール 未定（13:30頃） 無料 大阪府宅地建物取引業協会南大阪支部　072-958-3005

  昭和42年3月卒　二中同窓会 展示室 13:30 会員 谷正之　0721-28-1330
 6日（水） みんなで歌おう！楽しい童謡コーラス体験説明会 リハーサル室 13:00 無料 NPO法人日本音楽生涯学習振興協会　笹原一　078-200-3070
 9日（土） くすのき塾シニアのお祭り 小ホール 10:00 無料 くすのき塾　理事長 加藤一敏　0721-29-7001
 10日（日） 第67回富田林市民文化祭　コーラス・フェスティバル ホール 13:00 無料 すばるホール　0721-25-0222

4(火)･5(水)･6(木)・7(金)･11(火)･12(水)・13(木)
14(金)･18(火)・19(水)･20(木)・21(金)・25(火)
26(水)・27(木)・28(金) 
1(土)･4(火)･5(水)・6(木)･7(金)･11(火)・12(水)
13(木)･14(金)・15(土)･18(火)・19(水)・20(木)
21(金)･22(土)・25(火)・26(水)･27(木)・28(金)・29(土) 
4(火)･6(木)・11(火)･13(木)・18(火)・20(木)
25(火)･27(木) 
4(火)･5(水)･7(金)・11(火)･12(水)・14(金)・18(火)
19(水)･21(金)・25(火)・26(水)･28(金)

おとな1,200円
こども500円

親子ペア1,500円

小学生以上  1,500円
2歳～就学前1,000円

おとな1,500円
こども1,000円

親子ペア2,250円

9:45

10:00 要問合せ※小ホール又は
リハーサル室

ジャザサイズ　大谷砂織
090-6821-7151 ※会場はお問い合せください。

ジャザサイズ
レッスン

ビートストレックス
レッスン 要問合せ※小ホール又は

リハーサル室
㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美
080-3868-4951 ※会場はお問い合せください。13:30

19:30

1(火)･2(水)･3(木)・8(火)･9(水)･10(木)・15(火)
16(水)・17(木)・18(金)･22(火)・23(水)・24(木)
25(金)･29(火)・30(水)・31(木)
1(火)･2(水)･3(木)・12(土)･16(水)･17(木)
18(金)･22(火)･23(水)・24(木)･25(金)
26(土)・29(火)･30(水)･31(木) 
1(火)･3(木)･8(火)・10(木)･17(木)･22(火)
24(木)･29(火)･31(木)
2(水)・8(火)･9(水)・16(水)･18(金)･22(火)
23(水)･25(金)・29(火)・30(水) 

9:45

10:00 要問合せ※小ホール又は
リハーサル室

ジャザサイズ　大谷砂織
090-6821-7151 ※会場はお問い合せください。

ジャザサイズ
レッスン

ビートストレックス
レッスン 要問合せ※小ホール又は

リハーサル室
㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美
080-3868-4951 ※会場はお問い合せください。13:30

19:30

1(金)･5(火)･6(水)・7(木)･8(金)

1(金)･2(土)･5(火)・6(水)･7(木)･9(土)
5(火)･7(木)
1(金)･5(火)･6(水)・8(金)

9:45

10:00 要問合せ※小ホール又は
リハーサル室

ジャザサイズ　大谷砂織
090-6821-7151 ※会場はお問い合せください。

ジャザサイズ
レッスン

ビートストレックス
レッスン 要問合せ※小ホール又は

リハーサル室
㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美
080-3868-4951 ※会場はお問い合せください。13:30

19:30



劇夏・劇！
劇団たふたふ
おなべなべおなべなべおなべなべおなべなべ

7月29日（土）7月25日（火）・27日（木）

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」
「絵姿にょうぼう」

「トウモロコシはだれのもの」
「絵姿にょうぼう」

「トウモロコシはだれのもの」
「絵姿にょうぼう」

「トウモロコシはだれのもの」

7月30日（日）

2Fふれあいひろば

8月8日（火）・10日（木）

8月20日（日）

くすのき塾 ピンコロ座

「うたうロボット」「うたうロボット」「うたうロボット」「うたうロボット」

2Fふれあいひろば

7月30日（日）

劇団つつじ満開座公演

2F小ホール

8月6日（日）

プラネタリウム字幕投映！プラネタリウム字幕投映！
次回の字幕投映日は
８月１３日（日）です。
次回の字幕投映日は
８月１３日（日）です。

プラネタリウムの投映レンズをリフレッシュ！ 開館当時の星の輝きをご覧ください。 

団体専用予約枠
ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検３－地球のふしぎ－

時間

15:00

10:00
～ 14:00

平日（火～金）

団体専用予約枠
ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検３－地球のふしぎ－

妖怪ウォッチ  ～プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！～

ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検３－地球のふしぎ－

妖怪ウォッチ  ～プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！～

時間
10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

土・日・祝

団体専用予約枠
ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検３－地球のふしぎ－

妖怪ウォッチ  ～プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！～

ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検３－地球のふしぎ－

時間
10:00

11:00

13:00

14:00

平日（火～金）

団体専用予約枠
ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検３－地球のふしぎ－

妖怪ウォッチ  ～プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！～

ドラえもん  宇宙ふしぎ大探検３－地球のふしぎ－

妖怪ウォッチ  ～プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！～

時間
10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

土・日・祝

7月15日（土）～21日（金） 夏休み特別プログラム  7月23日（日）～8月31日（木）

（４歳以上中学生以下）
おとな 500円  こども 250円

観
覧
料

当日のプログラムは全番組字幕付きで投映します。
字幕投映をご希望の方は事前にご相談ください。

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！

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。 約30分

ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検3 －地球のふしぎ－

番組の「あらすじ」は表紙をチェック！

トワイライトプラネタリウム

金曜日の夕暮れ時に、当日の星空と
初夏から晩夏の誕生星座の物語を週
替わりでご紹介します。

7月28日（金）、8月4日（金）
8月18日（金）、8月25日（金）
7月28日（金）、8月4日（金）
8月18日（金）、8月25日（金）

夕暮れ特別投映

約45分 星空生解説付き

星空生解説付き

新番組

※8月11日（金）は休止します。

※3歳以下無料
※観覧券は当日に会場前券売機にて
　お買い求めください。

※7月9日（日）までの投映時間はすばるホールホームページをご覧ください。

夏休み期間の上記金曜日 18:00より投映！
約40分

すばるキッズすばるキッズすばるキッズ フェスティバルフェスティバルフェスティバル
2017

すばるファイブ
もくるぞ！！

すばるファイブ
もくるぞ！！

ぱくぱく人形ぱくぱく人形

紙コップバード紙コップバード

すばるキッズ講座

お天気教室inプラネタリウム
すばる映画祭 ～Film Collection～ KidsVenture in 富田林

7月22日（土）

7月15日（土）～17日（月祝）

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。

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）

入場無料

３Ｆプラネタリウム室　全席自由（限定170名）
14：00

代 Lコード ： ５２５６５

3F展示室10:00～17:00

10月29日（日）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般 1,000円  高校生以下 500円（当日各200円増）

2Fホール舞台　全席自由（限定80名）14：00

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

第13回ＪＣ吹奏楽フェスティバル この世界の片隅に

私の街でクラシックVol.20

時に優しく、時に情熱的に～2台チェロの響演
チェロ×チェロ

IchigoJamﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ体験会

すばるスペースアート展2017 10th Anniversary

予定曲目：ヴィヴァルデイ　2台チェロのための協奏曲　ト短調より
　　　　　バッハ・グノー　アヴェマリア
　　　　　黛敏郎　　　　　BUNRAKU
　　　　　ポッパー　　　　ハンガリアンラプソディ　　他

本格派ジプシースウィングの『Café Manouché』。マカフェリギター奏者の伊藤淳
介、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。

【お知らせ】出演を予定しておりましたギタリストの川瀬眞司氏が逝去されました。
謹んでお悔やみ申し上げます。出演を次のとおり変更させていただきます。
ご了承ください。　　出演者変更　川瀬眞司（Gt）→伊藤淳介（Gt）

～すべてのこどもたちにプログラミングを～
初心者向けプログラミング言語BASICを現代風に復活
させた子供用プログラミング専用パソコン【IchogoJam

（イチゴジャム）】でプログラミングを学んでみよう！！

人の声に一番近いと言われているチェロの音色。心を包み込む深く
柔らかい音は、時として力強く情熱的に歌い上げます。東京で活躍
する二人のチェリストが登場、渾身の演奏をおとどけします。

富田林市内をはじめ、近隣の中学
校とSirius Wind Bandの全12
団体が出場する吹奏楽の一大フ
ェスティバル！

出場校／
第三中学校、喜志中学校、
PL学園中学校･高等学校
藤陽中学校、金剛中学校、
明治池中学校、河南町立中学校
葛城中学校、第一中学校、
第二中学校、太子町立中学校
Sirius Wind Band

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

南河内ネットワーク委員会HP

9月2日（土）
2F小ホール　全席自由18：30

CNプレイガイド・各会館 Lコード：全公演共通 52703

※6歳未満入場不可・1ソフトドリンク付　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

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。）

代

チェロ　奧田なな子 チェロ　佐古建一 ピアノ　富岡順子

©こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会

7月23日（日）
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）

一般  900円　割引  810円

一般 900円　高校生以下 450円

Lコード ： 54462代

7月28日（金）

※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

友の会予約 友の会も同日発売

7月17日（月祝）
2Fホール12：00

7/2（日）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

プログラミング体験でオリジナルゲームを作ろう！

工作コーナーもやってるよ！

カフェマヌーシュ 伊藤淳介（Gt） ZaZa（Vo）
かとうかなこ
（ゲスト）

２Ｆ小ホール  全席自由10：30

各日10：30（10分前開場）

14：00（10分前開場）

11：00／13：30（15分前開場）

13：30（10分前開場）

各日11：00（10分前開場）
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

Lコード ： ５５７８６代

2Fふれあいひろば
入場無料（定員80名・要整理券）

入場無料（定員100名・要整理券） 入場無料（定員各日80名・要整理券）

入場無料（定員80名・要整理券）

2Fふれあいひろば
入場無料（定員各日80名・要整理券）

「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

ある日の夕方。僕たちなかよ
し4人組は冒険をしようと、誰
もいない理科室に入った。ロ
ッカーの中には絶対に見ては
いけないという人体模型が
あるらしい。
ロッカーのカギをそっとあけ
てみると・・・
2013年子供たちを震え上
がらせた あの『人体模型』が
新バージョンで再び・・・

軽快なリズムに乗って 、幸せを運ぶおなべの物語です。
「ほな、行きまっせ～」さてさて、どんなお話が始まるの
でしょうか？ 

しょうた君のじまんのロボットは、きいた歌をおぼ
えて自分で歌うことができます。ところが、友だち
のつとむ君にバカにされ、歌わなくなってしまいま
した。どうしたんだろう？まほうが切れたのかな？

『おむすびころりん』は昔話の
ひとつです。おむすびを落とし
て穴に入ったおじいさんはと
ても楽しいひとときを過ごしま
した。

『おにの赤べえ』は人間になり
たくて人間の世界にやってき
た鬼の子どもはいろんな人達
とふれあう中で一緒に暮らせ
るようになったおはなしです。

人形劇団Zooっと

（２Ｆホール・プラネタリウム・食べ物等一部有料のものもあります）各催し物の時間帯は予定ですので、余裕を持っておこしください。

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

ホール 壁画前 和室 会議室１ ふれあいひろば カルチャールーム リハーサル室 展示室 会議室２ 会議室３ アルデバラン前 プラネタリウム 銀河の間

吹奏楽
ファミリーコンサート

（有料）

吹奏楽
ファミリーコンサート

（有料）

吹奏楽
ファミリーコンサート

（有料）

吹奏楽
ファミリーコンサート

（有料）
フェイス

ペインティング
フェイス

ペインティング
フェイス

ペインティング
フェイス

ペインティング

マジックバルーンアート
11：30～13：00

マジックバルーンアート
11：30～13：00

マジックバルーンアート
11：30～13：00

マジックバルーンアート
11：30～13：00

フェイス
ペインティング

フェイス
ペインティング

フェイス
ペインティング

フェイス
ペインティング

ほっとひろば
＆

ベビー用品
おもちゃ交換会

ほっとひろば
＆

ベビー用品
おもちゃ交換会

ほっとひろば
＆

ベビー用品
おもちゃ交換会

ほっとひろば
＆

ベビー用品
おもちゃ交換会

民　　話民　　話民　　話民　　話

カード作りカード作りカード作りカード作り

民　　話民　　話民　　話民　　話

カード作りカード作りカード作りカード作り

おばけかいぎおばけかいぎおばけかいぎおばけかいぎ

おばけかいぎおばけかいぎおばけかいぎおばけかいぎ

大阪大谷大学
ダンス部

大阪大谷大学
ダンス部

大阪大谷大学
ダンス部

大阪大谷大学
ダンス部

みんなでダンスみんなでダンスみんなでダンスみんなでダンス

大阪大谷大学
ダンス部

大阪大谷大学
ダンス部

大阪大谷大学
ダンス部

大阪大谷大学
ダンス部

親子ピラティス親子ピラティス親子ピラティス親子ピラティス

親子ピラティス親子ピラティス親子ピラティス親子ピラティス

一緒に歌おう♪
コーラスサークル「COO」

一緒に歌おう♪
コーラスサークル「COO」

一緒に歌おう♪
コーラスサークル「COO」

一緒に歌おう♪
コーラスサークル「COO」

親子で物つくり
・糸でんわ　　　　　　   
・アンパンマンキャッチャー

親子で物つくり
・糸でんわ　　　　　　   
・アンパンマンキャッチャー

親子で物つくり
・糸でんわ　　　　　　   
・アンパンマンキャッチャー

親子で物つくり
・糸でんわ　　　　　　   
・アンパンマンキャッチャー

みんなでダンスみんなでダンスみんなでダンスみんなでダンス

みんなdeアート
（テーマ）

みんなdeアート
（テーマ）

みんなdeアート
（テーマ）

みんなdeアート
（テーマ）

みんなdeアート
（テーマ）

みんなdeアート
（テーマ）

みんなdeアート
（テーマ）

みんなdeアート
（テーマ）

パクパク人形パクパク人形パクパク人形パクパク人形

パクパク人形パクパク人形パクパク人形パクパク人形

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)

ゲーム

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)

ゲーム

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)

ゲーム

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)

ゲーム

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)
ゲーム

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)
ゲーム

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)
ゲーム

自分だけのオリジナル
うちわを作ろう

(無くなり次第終了)
ゲーム

野菜を
もっと
知ろう！

野菜を
もっと
知ろう！

野菜を
もっと
知ろう！

野菜を
もっと
知ろう！

プラネdeえほん
（入場無料）

プラネdeえほん
（入場無料）

プラネdeえほん
（入場無料）

プラネdeえほん
（入場無料）

妖怪ウォッチ妖怪ウォッチ妖怪ウォッチ妖怪ウォッチ

ドラえもんドラえもんドラえもんドラえもん

ドラえもんドラえもんドラえもんドラえもん

妖怪ウォッチ妖怪ウォッチ妖怪ウォッチ妖怪ウォッチ
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ファミリーコンサート
（有料）

吹奏楽
ファミリーコンサート

（有料）

吹奏楽
ファミリーコンサート

（有料）

吹奏楽
ファミリーコンサート

（有料）

～赤ちゃんからおじいちゃん
おばあちゃんまで、楽しく音楽を～

ピアノと歌で贈る親子コンサート♪ピアノと歌で贈る親子コンサート♪ピアノと歌で贈る親子コンサート♪ピアノと歌で贈る親子コンサート♪

8月13日（日）
2Fホール11：00（10分前開場）

入場無料（定員150名）
申し込み不要、直接会場までお越しください。

童謡からアニメ、クラシックまで幅広い音楽を楽しいキッズバー
ジョンで！
予定曲／ずいずいずっころばし、カルメン、連弾「アナ雪メドレー」ほか
　　　　いつも何度でも「千と千尋の神隠し」より
出　演／♪吉村莉沙（ピアノ） ♪吉村 茉莉亜（ピアノ） ♪黒田沙知哉（ピアノ）
　　　　♪吉村ひろ子（ソプラノ）　♪浅田真有美（メゾ・ソプラノ）　
　　　　♪天野章子 ♪ローザ・ビアンカ

プレイベント
すばるキッズアートフェスティバル

※整理券は7月7日すばるホール2階受付で配布開始
※お席に余裕のある場合は整理券なしでもご入場いただけます。
※7名様以上でお申込みの方は、ご相談ください

【投映休止日】
・ 平日月曜日　休館日のため
・ 7月11日（火）～14日（金）番組入替のため
・ 7月22日（土）お天気教室開催のため

観覧
無料共催／ＪＣ吹奏楽フェスティバル実行委員会

　　　一般社団法人富田林青年会議所
お問合せ：0721-24-1231  ( 富田林青年会議所事務局 )
　　　　　お問合せ対応日時は､月/水/金の11:00～15:00

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

２Fホール 全席指定　①11：00  ②14：00
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

♪夢をかなえてドラえもん（黒須克彦）  ♪ディズニー・フィルム・
フェイヴァリッツ    ♪ヒズ・オナー（H.フィルモア）

♪「アルルの女」第2組曲から “ファランドール”（G.ビゼー）

♪日本むかしばなしセレクション　♪キッズ・ソング・メドレー
♪おもちゃのチャチャチャ（越部信義）

♪さんぽ“となりのトトロ”より（久石譲）

演 奏 予 定 曲 目

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。

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。

♪２Ｆホール公演♪

※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、但し座席の必要な場合は有料）
※親子ペア券はす・ロのみ取扱い

9月30日（土）プラネタリウム特別投映

星空アロマ星空アロマ星空アロマ
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…

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）
約40分

80名
限定

香りのメニュー「fleur automne 秋の花」(フルール オトーヌ）
（ゼラニウム・レモンバーベナ・アニス）

夏に見ごろを迎えている惑星「土星」を望遠鏡で観察してみよう！
土星の環を見る事ができるかな！？

『望遠鏡で土星を見てみよう！』『望遠鏡で土星を見てみよう！』
すばるスターウォッチングクラブすばるスターウォッチングクラブ

8月12日（土）8月12日（土）

※雨天・曇天時は室内にて別プログラム　協力／那須香大阪天文台

3Fプラネタリウム室、屋上ひろば18：30（開場は15分前）

おとな500円　こども250円
おとな400円　こども200円 友の会予約 友の会も同日発売

7/8（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

全国科学館連携協議会巡回展

地球から宇宙へ

【展示期間】
7月15日（土）～8月27日（日）

【会　　場】
①7/15（土）～17（月祝） 3F展示室（すばるスペースアート展併設）
②7/18（火）～8/27（日） 3Fプラネタリウム室前
展示時間①10:00～17:00　②11:00～16:00
企画・製作：宇宙航空研究開発機構（JAXA）　協力：全国科学館連携協議会

最新鋭の望遠鏡がとらえた天体写真
や、世界第一級の天体写真家やアマチ
ュア天文学者の手による作品をご覧い
ただきます。

観覧
無料

アートフェス当日、プラネタリウム
はおとなも観覧料が250円に！
観覧のお子様にはオリジナル
グッズプレゼント！

プロ公演

「おかしのいえ」
「おむすびころりん」
「おかしのいえ」
「おむすびころりん」
「おかしのいえ」
「おむすびころりん」
「おかしのいえ」
「おむすびころりん」

「絶対に見てはいけない　　　　　
　　理科室の人体模型－2017年版」
「絶対に見てはいけない　　　　　
　　理科室の人体模型－2017年版」
「絶対に見てはいけない　　　　　
　　理科室の人体模型－2017年版」
「絶対に見てはいけない　　　　　
　　理科室の人体模型－2017年版」

クリオネ（マリオネット）
『おむすびころりん』
『おにの赤べえ』
『おむすびころりん』
『おにの赤べえ』
『おむすびころりん』
『おにの赤べえ』
『おむすびころりん』
『おにの赤べえ』

すばる友の会会員と
団体様（20名以上）は
観覧料が2割引き！

夏・劇！すばる演劇フェスティバル2017
精華高校演劇部公演

2Fふれあいひろば

8月20日（日） 作／黒川陽子・モスクワカヌ

11：30／13：00（2回公演）（10分前開場）

入場無料（定員各日80名）

深夜、理科実験室に集まってきたお化けたち「この前ね。男の子
に『わたしキレイ？』って聞いたの。そしたら『美しさの基準は人そ
れぞれだと思います』だって・・・」 現代の子供たちの心に取り入ろ
うと激論を交わすお化けたち。果たして、お化けたちは子供たち
を震え上がらせることができるのか？

※2016年公演より

「おばけかいぎ」「おばけかいぎ」「おばけかいぎ」「おばけかいぎ」

こども達の自由な発想で描く
『宇宙』をご覧ください。

精華高校演劇部精華高校演劇部精華高校演劇部精華高校演劇部

演劇 フェス2017演劇 フェス2017

完 売 御 礼


