
２Ｆ小ホール

お問い合わせ
パクパクコンサート実行委員会・佐々田　072-366-6820
kmpercperc@yahoo.co.jp(公式アドレス)

11月25日（土）
①15：00  ②18：00
①3歳以上 500円 ※未就学児は保護者同伴

②大人 1,800円（小中学生500円割引） 笑う門には福来たる！　金管五重奏のズーラシアンブラスと弦楽四重奏の弦（つる）
うさぎが目にも鮮やかな着物で演奏会。
招き猫ならぬクラリキャットも参加します。民謡に演歌に大喜利まで！？
いつものクラシックコンサートとはひと味違う、お正月プログラムをお楽しみ下さい。

出演／桂文之助
　　  《演目》「住吉駕籠」他、二席
　　　桂弥太郎、豊来家板里（太神楽曲芸）

9/27（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9/13（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9/16（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

2018年 1月6日（土）

2018年 1月13日（土）

12月23日（土祝）

撮影：内池秀人（エクラン）

< 演奏予定曲 >
・1 月 1 日
・まねきねこパラダイス
・ブラス DE 大喜利
・お江戸日本橋　ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

※こどもは３歳～中学生　※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。）
スーパーキッズチケットセンター　http://superkids.co.jp/ticket/

２Ｆホール 全席指定14：00 おとな ２，０００円　こども １，５００円（当日各５００円増）

友の会予約 9/23（土）10:00～
友の会予約 9/9（土）10:00～

おとな １，８００円  こども １，３５０円
Lコード ： ５２７４７

ⒸSUPERKIDS

～ 笑 門 来 福 ～

代

すばる寄席すばる寄席
桂文之助独演会桂文之助独演会

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。

友の会予約 すばる友の会も同日1,350円

3,000円

1,5００円（当日200円増）

２Ｆ小ホール（限定２００席）  全席自由
14：00

Lコード ： 52937代

※未就学児の入場はご遠慮ください。

平成２８年度文化庁芸術祭大賞受賞平成２８年度文化庁芸術祭大賞受賞

3,5００円（当日500円増）２Ｆホール  全席指定14：00
Lコード ： 57417

君島  遼
ものまねタレント

ゲスト

文化・芸術分野で活躍する地元のアーティストをご紹介！

10月7日（土）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

２Ｆホール 全席指定14：00

3,500円（当日500円増） 3,200円
Lコード ： 56677代

代

※未就学児の入場はご遠慮ください。

和中まきさん（富田林市出身）
1992年8月生まれ。
2012年にマリンバデュオpercperc（パクパク）を結
成。（池田健太と和中まきによるマリンバデュオ）
マリンバの連弾スタイルでクラシックからポップス、映画
音楽、童謡唱歌、オリジナルまで幅広くこなし様々なイ
ベント、教育機関などへのアウトリーチ公演も行う。
過去にはすばるホールでのイベントにもご出演いただい
たお二人。和中まきさんは2017年ザ・シンフォニーホ
ールのニューイヤー祝祭コンサートにソリストとして出演。また、2017年には
オリジナルアルバムをリリース。
そのpercpercが11月にすばるホール小ホールでコンサートを開催されます。
さわやかな二人の演奏を是非、ご鑑賞ください！

マリンバデュオpercpercコンサート in hometown

※小学生は保護者同伴
※未就学児の入場不可

ピックアップイベント（詳細は中面へ）ピックアップイベント（詳細は中面へ）

Ⓒ2017「家族はつらいよ２」製作委員会

イケメン ムード歌謡グループ

純烈（じゅんれつ）　プロフィール
『純烈』=「純粋であり、かつ強く正しく節操や分別がある」「志を変えずに最後まで貫く」という意味が込められています。
2010 年 6 月 23 日に 1stシングル『涙の銀座線』でメジャーデビュー。 元戦隊ヒーロー出身の俳優中心メンバー 5 名で
構成され、また平均身長 183cm の高さを活かしたパフォーマンスなどで注目を浴びる。

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

□Lovely Halloween（ラブリー ハロウィーン）in かわちながの2017
～仮装!? ファミリーコンサート、ハロウィーン・マルシェ～
●10月9日（月祝）  ●ファミリーコンサート 13：30開演（13：00開場）（マルシ
ェ開催時間 10：00～15：00）　●大ホール・全席指定
●おとな 前売 1,000円  当日 1,200円　こども 前売 500円  当日 800円
※3歳未満膝上無料（但し、おとな1名につきこども1名まで）
●出演：河内長野吹奏楽団ブルーウインズ（吹奏楽）、久保尚子（司会・歌の
おねえさん・パントマイム）　●演奏曲目（予定）：美女と野獣　夢をかなえてド
ラえもん 他（予定曲目は変更になる場合がございますので予めご了承ください）
●ハロウィーン・マルシェ同日開催！　入場無料　開催時間 10：00～15：00
河内長野市内移動型イベント【BON!BON!MARCHE】in ラブリーハロウィーン。

□LICオルガンコンサート
オルガン×尺八×フルート ～シルクロードを流れる風～
●9月23日（土・祝）  ●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：岩佐智子（オルガン）、川崎貴久（尺八）、松村真美（フルート）
※未就学児童の入場不可。

□ジブリの思い出がいっぱい  オーケストラによるドリームコンサート
●10月9日（月・祝）  ●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定
●前売一般 3,000円　高校生以下 2,000円　親子ペア4,500円（当日各500円増）
●出演：【語り】島本須美 【歌】上村叶恵、inori、Hanami 【管弦楽】ジャパン・ドリーム・オーケストラ
●予定曲 ：【となりのトトロ】となりのトトロ、さんぽ 【魔女の宅急便】めぐる季節（海の見える街） 

【千と千尋の神隠し】いつも何度でも 【崖の上のポニョ】崖の上のポニョ 他
2歳以下のお子様の入場不可。
□室井滋×長谷川義史　絵本トーク＆ライブショー
●10月14日（土）　●13：30開演（13：00開場）　●大ホール・全席指定
●前売一般 3,500円　高校生以下 2,000円（当日各500円増）
※未就学児童の入場不可。

※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　9月4･11･25日　10月2・16・23・30日　11月6日すばるホール休館日 情報

EVENT CALENDAR

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

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

News 2017.
September & October

9&10
SUBARU NEWSホール

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

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合わせ先日　程
10月  October

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合わせ先日　程
11月  November

  富田林高校ももせ合唱団　練習 リハーサル室 13:00 要問合せ 富田林高校ももせ合唱団　古畑等　090-8213-0409
 

2［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

  南河内JAZZフェスティバル2017
  Cafe’ Manouche’ avec ZaZa ﾌﾚﾝﾁJAZZ LIVE in 富田林 

小ホール 18:30  すばるホール　0721-25-0222

 
3［日］

 宅建協会南大阪支部研修講演会 小ホール 13:30 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
 5［火］ 子ども支援サポーター研修会 小ホール 18:00 無料 とんだばやし子ども食堂・居場所づくり運営支援ネットワーク　0721-25-8200
 6［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［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］ 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
 12［火］ 求人・求職情報フェア ｉｎ 南河内 展示室 13:00 無料 雇用促進広域連携協議会　0721-25-1000（内線481）
 

13［水］
 ウィッグ（かつら）展示即売会 展示室 10:00～16:00 無料（販売有） 株式会社ユキ　0120-20-3020

  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
 14［木］ プラネde絵本 プラネタリウム室 10:30 無料 すばるホール　0721-25-0222
 16［土］ 第67回富田林市民文化祭　市民川柳大会 小ホール 受付開始12:00・出句締切13:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
  第25回研墨書道会展 展示室 9:00～17:00 無料 研墨書道会　中川爽風　0721-25-3391

 
17［日］ 懐メロ発表会　昭和を唄う 小ホール 9:30 無料 富田林市カラオケ連絡会　米原　090-1911-7410

  PL学園高等学校吹奏楽部OB・OGバンド 第12回定期演奏会 ホール 14:00 500円 PL学園吹奏楽部　長谷川　090-3611-5636
）祝月（日81～］日［71  石川県の人気ゆるキャラ「のとドン」とあそぼう プラネタリウム室前 10:00～17:00 無料（有料体験コーナー有） すばるホール　0721-25-0222

 19［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
  レディースプア＆ロケナニフラ交流会 小ホール 13:00 無料 髙群眞智子　090-9714-8192
 23［土祝］ 新婦人まつり　サークルの展示や体験会 リハーサル室 14:00～16:30 無料 新日本婦人の会　富田林支部　0721-24-3209
  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［土祝］～24［日］ 富田林市民リフォーム祭 展示室 10:00～17:00 無料 ㈱CONY JAPAN スペースアップ富田林店　0721-20-0055
 27［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
 30［土］  00:81 室ムウリタネラプ 」花の秋 enmotua ruefl「 ～amorA yrratS～ マロア空星 500円 すばるホール　0721-25-0222

1・5・6・7・8・12・13・14
15・19・20・21・22・26・27
28・29
1・2・5・6・7・9・12・13
14・15・16・19・20・21・22
26・27・28・29・30
5・7・12・14・19・21・26・28  
1・5・6・8・12・13・15・19
20・22・26・27・29  

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

一　般 2,000円
ペア券 3,800円

  チャリティカラオケふれあいまつり　ゲスト歌手／渡辺要、幸田和也、木下結子 銀河の間 9:30～17:00 要問合せ カラオケハウスキューピット　0721-23-0130
 

1［日］
 第67回富田林市民文化祭　謡曲大会 小ホール 10:00 無料 すばるホール　0721-25-0222

  2018 はつとんフェア 展示室 11:00～16:00 無料 初芝富田林中学校高等学校入試部　0721-34-1010
  第67回富田林市民文化祭　筝・三絃・尺八演奏会 ホール 13:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
 4［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
 6［金］～9［月祝］ 第67回富田林市民文化祭　市民美術工芸展 展示室・小ホール ※10:00～17:00 無料 すばるホール　0721-25-0222　※最終日は16時まで（最終入場は30分前まで）
  富田林高校ももせ合唱団　練習 リハーサル室 13:00 要問合せ 富田林高校ももせ合唱団　古畑等　090-8213-0409
 7［土］ すばる寄席 桂文珍独演会 ホール 14:00 3,500円 すばるホール　0721-25-0222
  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
 8［日］ フォレスタ コンサート in 富田林 ホール 14:00 5,500円 すばるホール　0721-25-0222
 9［月祝］ 第67回富田林市民文化祭　市民吟詠大会 市民会館 10:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
 12［木］ プラネde絵本 プラネタリウム室 10:30 無料 すばるホール　0721-25-0222
 14［土］～15［日］ リフォームフェア 展示室 10:00～17:00 無料 積水ハウスリフォーム中日本㈱　伊藤由紀子　072-267-0699
  ジャズダンス発表会　シャネス・イン・ワンダーランド　リハーサル ホール 9:00～17:00 関係者 ダンス・シャネス　江﨑衣躬　080-1472-7823
 15［日］ 第17回アンサンブル・オレンジ　発表会コンサート リハーサル室 13:30 無料 松波正大　090-3485-9037
  富田林ボーイズ　「第44期生　卒団式」 銀河の間 17:00 関係者 富田林ボーイズ中学部　鬼頭利夫　090-3842-9513
 

17［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

  秋季舞踊大会 小ホール 13:30 無料 社協ボランティア日舞グループ　峯松　0721-29-8755
 18［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
 

21［土］
 富田林高校ももせ合唱団　練習 リハーサル室 13:00 要問合せ 富田林高校ももせ合唱団　古畑等　090-8213-0409

  ハロウィンパーティー 小ホール 14:15 
 25［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
 

28［土］
 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

  Kids Venture in富田林　IchigoJamﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ体験会 清光の間 13:00～17:00 2,200円 すばるホール　0721-25-0222
 28［土］～29［日］ 第67回富田林市民文化祭　茶華道大会 展示室 ※10:00～16:00 ※無料 すばるホール　0721-25-0222　※お茶会は28日のみ。15時まで。（茶券400円が必要です。）
  詩道楠水吟詠会　秋季吟詠大会 小ホール 9:30 無料 詩道楠水吟詠会　田畑水姫　090-1915-2815
 29［日］ 子育てファミリーGO すこやかロハス・フェスタ　音楽と食フェス！ 銀河の間 10:00～15:00 無料 NPO法人ネットワークすこやか　すこやか広場　0721-56-5540
  私の街でクラシックVol.20 チェロ×チェロ ホール舞台 14:00 一般1,000円　高校生以下500円 すばるホール　0721-25-0222

6・8・11・12・13・18・19
20・26・31
3・4・5・7・10・11・12・13
14・17・18・19・20・21・24・25
26・31
3・5・10・12・19・24・26・31 
3・4・6・10・11・13・17・18
20・24・25・27・31

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

 3［金祝］ 第67回富田林市民文化祭　市民舞踊会 ホール 11:00 無料 すばるホール　0721-25-0222
 

4［土］
 富田林高校ももせ合唱団　練習 リハーサル室 13:00 要問合せ 富田林高校ももせ合唱団　古畑等　090-8213-0409

  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
 5［日］ すばる交響楽団　第26回定期演奏会 ホール 13:30 1,000円 すばる交響楽団　090-8376-2801
 8［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［木］
 ｗａｋｕｗａｋｕ手作りマーケット 展示室 10:00～13:00 無料（販売有） yummy ゆであずき　090-5652-7007

  プラネde絵本 プラネタリウム室 10:30 無料 すばるホール　0721-25-0222

1・2・7・8・10

1・2・4・7・8・9
2・7・9  
1・7・8・10  

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



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。 

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

15:00

火・木 水・金

9月1日（金）～10月29日（日）
（こどもは4歳以上、中学生以下）

おとな 500円
こども 250円観

覧
料

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！

約45分

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。

月の満ち欠けの仕
組みや暦の話、地
球からの距離や大
きさの比較、月の生
成、誕生の歴史の
お話です。ぜひ、一
度月のことを学びま
せんか。

ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検3 －地球のふしぎ－

THE MOON
月のふしぎ

※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。
※団体での観覧は事前にお問合せください。

さんびきのこぶた　ながれぼしをみた（幼児向け）
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！～

THE MOON　月のふしぎ

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土・日・祝

KidsVenture in 富田林

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

北欧の冬とクリスマス －フィンランド音楽とライフスタイル－
星空シアター

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

第 67 回富田林市民文化祭

角渉トリオ JAZZ LIVE 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

コーラスフェスティバル
9月10日（日）　　13時開演
　 2階ホール

市民川柳大会
9月16日（土）　　受付開始12時 出句締切13時
　 2階小ホール

箏・三絃・尺八　演奏会
10月1日（日）　　13時開演
　 2階ホール

謡曲大会
10月1日（日）　　10時開演
　 2階小ホール

市民美術工芸展
10月6日（金）～9日（月祝）
　 10時～17時（最終日は16時迄）
　 2階小ホール（工芸部門）　3階展示室（美術部門）

市民吟詠大会
10月9日（月祝）　　10時開演
　 富田林市民会館　中ホール

茶華道大会
１０月２８日（土）・２９日（日）　　１０時～１６時
　 ３階展示室
※お茶会は２８日（土）のみ１５時（受付は１４時半）まで、
　茶券代４００円が必要。
※２９日は生け花の体験を実施します。参加無料、先着２０名。

市民舞踊会
11月3日（金祝）　　11時開演
　 2階ホール

森と湖。そしてオーロラとサンタクロースの国 「フィンランド」。デザイン
や家具、ファッションなどで華やかな印象もありますが、冬の１日は長くて
暗く、北欧神話などは ダークな一面もあります。そんな 神秘の国 フィンラン
ドの風景を「コルミッコ」がお届けします。コルミッコはフィンランド語で
“３人組”の意味。

地元大阪出身のジャズピアニスト角渉を中心とし
たトリオのＬＩＶＥをすばるホールで開催！迫力のあ
るＪＡＺＺ Ｌｉｖｅをご期待ください！
ＬＩＶＥで新ＣＤ発売決定！（詳細は次号で）
クリスマスソング、ＪＡＺＺのスタンダードからオリ
ジナル曲まで

≪角　渉≫ ・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【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
≪トリオ≫ ・第四回新潟ジャズコンテスト【銀賞】受賞
 ・第五回新潟ジャズコンテスト【銀賞】受賞
 ・神戸ＢＳＦジャズコンペティション２０１７【準グランプリ】受賞

～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。

「すばるイブニングコンサート」、「ピアノ・ファンタ
ジー」の出演者と、ゲストの山﨑亮汰（２０１４年
ピティナ特級グランプリ）がショパンのピアノ独奏
曲をリレー形式で演奏します。バラード、スケルツ
ォの全曲、ピアノソナタ、前奏曲、ポロネーズな
ど、主要なピアノ・独奏曲を一挙に演奏。このコ
ンサートを聴けばあなたも今日からショパン通！聴
破したみなさんにはプラネタリウムの観覧券をプレゼントします。

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主催／富田林市、富田林市教育委員会、富田林市文化団体協議会

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

12月2日（土） 一般 １，０００円（当日２００円増）　ペア券 １，８００円（前売のみ）

チェロ　奧田なな子 チェロ　佐古建一 ピアノ　富岡順子

一般 900円　高校生以下 450円

10月28日（土）

プログラミング体験でオリジナルゲームを作ろう！

カフェマヌーシュ

角  渉（Ｐｆ） 中島  拓人（Ｂａ） 藤木　亨（Ｄｒ）

伊藤淳介（Gt） ZaZa（Vo）
かとうかなこ
（ゲスト）

【投映休止日】
・ 平日月曜日　休館日のため　　・ 10月17日～20日（保守点検のため）

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）

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！ （おとな 400円  こども 200円）

劇団カッパ座富田林公演『つるのおんがえし』 高校演劇コンクール フォレスタ コンサート in 富田林

Lコード ：５４８７４代

2,200円（材料費2,000円+会場費200円）13：00

11：00 三好朝香（東京藝術大学4年、岡山市出身）
 スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op.39　　バラード第4番 へ短調 Op.52
11：20 三重野奈緒（東京藝術大学院修士課程1年、宝塚市出身）
 ノクターン第2番 変ホ長調 Op.9-2　　スケルツォ第1番 ロ短調 Op.20
 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60
12：00 山﨑亮汰（桐朋学園大学1年、福島県郡山市出身）
 エチュード集 Op.25（全曲）　　バラード第2番 ヘ長調 Op.38
 英雄ポロネーズ 変イ長調 Op.53
13：30 吉原佳奈（大阪教育大学附属高等学校池田校舎２年、豊中市出身）
 エチュード集 Op.10 より「別れの曲」「黒鍵」「革命」
 アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 Op.22
13：55 太田糸音（東京音楽大学1年、高石市出身）
 ワルツ第1番 変ホ長調 Op.18 「華麗なる大円舞曲」
 ピアノソナタ第2番 変ロ短調 Op.35 「葬送」
 スケルツォ第4番 ホ長調 Op.54
14：50 今野尚美（上野学園大学准教授、三重県伊賀市出身）
 ノクターン 嬰ハ短調 （遺作）　　　　バラード第1番 ト短調 Op.23
 スケルツォ第2番 変ロ短調 Op.31　　バラード第3番 変イ長調 Op.47
 幻想曲 へ短調 Op.49　　　　　　　　3つのワルツ Op.64
16：20 水本明莉（アメリカ南メソジスト大学メドウズ芸術学校在籍、奈良市出身）
 即興曲第3番 変ト長調 Op.51　　3つのマズルカ Op.56
 幻想ポロネーズ 変イ長調 Op.61
17：05 鯛中卓也（ポーランド・ビドゴシチ音楽アカデミー修了、明石市出身）
 プレリュード嬰ハ短調Op.45、24のプレリュードOp.28
17：55 酒井有彩（ベルリン芸術大学国家演奏家資格課程卒業、奈良市出身）
 子守歌 変ニ長調 Op.57　　ピアノソナタ第3番 ロ短調 Op.58
18：35 終演（予定）

1/20 公演スケジュール

※曲目は変更になる場合がございます。
※演奏中の入退場はご遠慮ください。演奏者の交代時にお願いいたします。
※終演までの間に 15 分程度の小休憩と、30 分程度の休憩が数度あります。
※時間は前後することがあります。

2018

1 20
（土）

ショパン
マラソンコンサート

すばるショパンフェスティバル
　ピアノの詩人ショパン。彼の作品は誰もが一度は聴いたことがあることでしょう。
　ピアノにその人生を捧げたショパンにクローズアップし、彼の創り上げた壮大な音楽の世界にピアノ独奏曲と協奏曲から迫ります。
　今日まで愛奏され続けている数々の名曲を、ピティナが誇る若きピアニストたちが弾き継ぎます。ロマン派の美しい旋律に満たされる２日間をお楽しみください。

１１：００（開場は30分前）

Ｌコード：53875
※未就学児の入場はご遠慮ください。

※プレトークがあります。 ※チケットは１日フリーパスとなります（入退場自由）。

【曲目】
シューマン：ピアノ協奏曲イ短調　（ピアノ／東海林茉奈）
ショパン：ピアノ協奏曲第１番ホ短調（ピアノ／實川風）
リスト：ピアノ協奏曲第１番変ホ長調（ピアノ／関本昌平）
指揮／寺岡清高　　管弦楽／大阪交響楽団

ショパン、シューマン、リストのピアノ協奏曲を一挙に演奏。
同時期に活躍したトリデンテの個性あふれる協奏曲をお楽
しみください。
※プレトークがあります。

2018

1 21
（日）

ロマン派の
ピアノ協奏曲

15：００（開場は30分前） Ｌコード：53876
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。

寺 岡 清 高

大阪交響楽団

實 川 　 風関 本 昌 平 東海林 茉 奈

一般　2,700円　高校生以下 900円　ペア券 5,000円
一般 3,000円  高校生以下 1,000円（各当日共）  ペア券 5,500円（前売のみ、すばるホール・ローソンチケットのみの販売）２Ｆホール  全席指定

代
1/20　主催／公益財団法人富田林市文化振興事業団　後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）　協力／ピティナ富田林すばるステーション
1/21　主催／公益財団法人富田林市文化振興事業団、公益財団法人日本交響楽振興財団　後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）　協力／ピティナ富田林すばるステーション

友の会予約 9/15（金）10:00～ 9/22（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

１９世紀を代表する女流ピアニスト
、クララ・シューマン

を主人公に夫シューマン、ブラームス
、リストといったロ

マン派を代表する作曲家たちとの波
瀾に満ちた半生

を、彼等の名曲の数 と々共に描いた音楽映画。

ピアノ演奏は20世紀の最高のヴィル
トゥオーゾの一人

と称されるアルトゥール・ルービンシュ
タインが吹き替え

ています。

「愛の調べ」
すばるワンコインシネマ特別企画
すばるショパンフェスティバル

プレ公演

450円
500円（当日共）

３Ｆプラネタリウム室（限定８０名）全席自由
10：00

Lコード ： ５３８６７代

12月16日（土）

友の会予約 9/15（金）10:00～

9/22（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

作品：1947年／アメリカ／日本語字幕／118分／モノクロ

出演
クララ・シューマン…キャサリン・ヘップバーン

シューマン…ポール・ヘンリード

ブラームス…ロバート・ウォーカー ほか

※曲目は変更になる場合がございます。

酒 井 有 彩鯛 中 卓 也水 本 明 莉今 野 尚 美

太 田 糸 音吉 原 佳 奈山 﨑 亮 汰三重野 奈 緒三 好 朝 香

両日共

10月8日（日）
11月11日（土）～12日（日）

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。

2016年の公演より

「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。
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。
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

提供：ＢＳ日テレ
※写真はイメージです。

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！

「のとドン」とあそぼう！

9月14日（木）  10月12日（木）

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。

プラネタリウムに石川県のゆるキャラ「のとド
ン」が遊びにきてくれます。
13:00／14:30のプラネタリウムご観覧のお子
様は、番組終了後にジャンケン大会があるよ！

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） 参加
無料

限定
100名

12月23日（土祝）

一般 ２，３００円（当日200円増）　ペア券 ４，０００円（前売のみ）

3Fプラネタリウム室  全席自由（限定170席）15：00

一般 ２，０００円　ペア券 ３，８００円
友の会予約 友の会も同日発売

9/13（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

入場
無料

その悲劇も、きっと明日は喜劇になる！
さぁ、前代未聞の大騒動へ！

監督／山田洋次
上映時間/113分
出演／橋爪功、吉行和子
　　　妻夫木聡、蒼井優　ほか

9/6（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

9/1（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

※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

Ⓒ2017「家族はつらいよ２」製作委員会

11月22日（水）

一般 900円　割引 810円

２Ｆホール（1階席のみ）  全席自由

①１０：３０
②１４：００（各回入替制）

一般 1,000円（当日200円増）

割引    900円（当日共）

Lコード ： ５２９１５
代

友の会予約 友の会も同日発売

すばる映画祭
～ Film Collection ～

約45分 星空生解説付き

約40分

星空生解説付き

オオカミは実はこぶ
たと友だちになりた
かった!?オオカミの
願いは流れ星に届
くのでしょうか？プラ
ネタリウムでお送り
する星 空ファンタ
ジー！

さんびきのこぶた
ながれぼしをみた

約40分

星空生解説付き星空生解説付き

©飯島 隆

2F小ホール　全席自由18：30 Lコード ： 56356代

一般  ９００円  ペア券 １，６２０円 友の会予約 友の会も同日発売

予定曲目：
「ジングルベル」
「サンタが町にやってくる」
「情熱大陸」
「ルパン三世のテーマ」
オリジナル曲として「ローリングコースター」　他
※曲目は変更になる場合がございます。

10/3（火）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

Ｌコード：55198

2018年 2月4日（日）

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）

２Ｆホール 全席自由①１０：３０ ②１４：３０

おとな１,４４０円  こども ９９０円 友の会予約 友の会も同日発売

代

阪南カッパ友の会 0721-24-6486  南大阪カッパ友の会 070-5500-5509  セブンチケット　http://7ticket.jp
※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。

※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）　主催／阪南カッパ友の会　南大阪カッパ友の会　㈱劇団カッパ座

一般的に青年が鶴を助けるストーリーですが、子ど
も達に親しみを持ってもらうために、主人公をかん
助という少年にしました。“約束を守ることの大切
さ”“弱い者をいたわる思いやり”“相手の気持ちを理
解できる優しさ”のテーマが楽しく自然に理解でき
るように、芝居の至る所の演出に工夫が凝らしてい
ます。

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！ 地域の高校演劇部員たち約１００名が全力で舞台に挑む！

参加予定校
柏原東高校・河南高校・関西福祉科学大学高校・金剛高校・狭山高校
精華高校・清教学園高校・東百舌鳥高校

Lコード ： 55138代

ナビゲーター／加藤　哲礼（一般社団法人全日本ピアノ指導者協会事務局長）

富田林市在住・在学の
小・中学生をご招待します

（先着50名）。
すばるホールまでお申し込みください。
但し、保護者（有料）の同伴をお願いします。

北欧の雑貨コーナーも開設

出演：コルミッコ（かとうかなこ・田島隆・愛川聡）

※4歳以上有料（3歳以下の膝上鑑賞可、但し座席が必要な場合は有料）

【申し込み方法】　抽選受付となります。　　対象：小学生
メール又はハガキで応募してください。
メールの場合　oubo@tondabayashi-culture.org まで、件名「プログラミング体験参加希望」とし、本
文に「参加者の氏名（ふりがな）」「年齢と学年」「住所」「電話番号」「保護者の氏名（ふりがな）」をご記入
の上で送信してください。
ハガキの場合　ハガキに「参加者の氏名（ふりがな）」「年齢と学年」「住所」「電話番号」「保護者の氏名
（ふりがな）」をご記入の上、宛先：〒584-0084　富田林市桜ケ丘町2番8号　すばるホールプログラミ
ング体験係まで送ってください。
いずれも応募受付は9月5日（火）から10月6日（金）必着です。
当選者には10月中旬にメールまたは電話でお知らせします。

（第67回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会）

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） 
※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。

2F小ホール （小劇場スタイル）

石川県の人気ゆるキャラ

9月17日（日）・18日（月祝） 10:00～17:00

自分だけの金箔のお箸を作ろう！ 参加費800円（所要時間40分程度）

 石川県の伝統工芸

「金箔貼り」体験コーナー
 石川県の伝統工芸

「金箔貼り」体験コーナー
17日（日）13:30～16:30

©木村 護 ©ミューズエンターテインメント

入場無料

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ご逝去されました。
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）

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

公演終了

公演終了

公演終了

3Fプラネタリウム室前

Ⓒカワハラユキコ/SPACESITE


