
神 野 美 伽神 野 美 伽
デビュー３５周年
記念コンサート

デビュー３５周年
記念コンサート

12/21（木）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

2018年 3月10日（土）

1月27日（土）
2018年

5,500円

２Ｆホール  全席指定
１４：００

6,000円
友の会予約 12/14（木）10:00～

H ZETTRIO LIVE
11/18（土）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

友の会予約 11/8（水）10:00～4,300円

4,5００円２Ｆホール  全席指定18：00
Lコード ： 51799

Lコード ： 57786
チケットぴあ0570-02-9999（Pコード347-147）
ｅ＋（http://eplus.jp/msp）、 楽天チケット（http://r-t.jp/msp）

代

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本公演チケットは各初日の電話予約で
　6枚までご予約いただけます。

※3歳以下は入場不可。4歳以上はチケット必要

お好きな時間に、お好きな番組を選んで、プラネタリウムを観覧しませんか？
『団体投映』は学校の行事以外にも、学童クラブやサークル活動のイベント
でもご利用いただけます。大人のみのご利用も大歓迎です！
１０名様より受付いたします（２０名様より団体割引）
詳しくは、すばるホールまでお気軽にお問い合わせください。

出演 ： 戸田恵子　大和田獏　鳥山昌克　岡本　篤　高橋洋介　藤澤志帆

作／古川　健（劇団チョコレートケーキ）　演出／日澤雄介（劇団チョコレートケーキ）

2018年 2月24日（土）

一般 2,700円  高校生以下 900円  ペア券 5,040円　トリプル 7,020円　ダブルペア 8,640円

※本公演チケットは各初日の電話予約で8枚までご予約いただけます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般 3,000円　高校生以下 1,000円　ペア券 5,600円　トリプル券 7,800円　ダブルペア券 9,600円

２Ｆホール  全席指定14:00

友の会予約 11/22（水）10:00～

平成29年度文化庁劇場
音楽堂等活性化事業

私は歌い続ける。歌うことが好きだから。

舞台 『Sing a Song』

プラネタリウム団体投映のご案内

死に行く兵士を歌で慰め続けた一人の女性歌手の物語。

●富田林市内在住・在学の高校生以下の方をご招待！！（先着20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。
　詳細は、ホームページをご覧ください。）

●公演サポーター募集！！
公演の宣伝や様々な告知作業などを通して、演劇の楽しさ、素晴らしさを伝え、公演を応援して頂
けるサポーターを募集します。演劇に興味のある方ならどなたでもご応募いただけます。
氏名、年齢、電話番号、ご住所　を明記のうえメール、ＦＡＸ、お電話でお申し込み下さい。
詳細はお問い合わせ下さい。

団体投映時間・番組はお問合せください。
観覧料：おとな  一般500円　団体割引400円／こども  一般250円　団体割引200円（こどもは4歳以上中学生以下）

メール　oubo@tondabayashi-culture.org　FAX 0721－25－0550

11/24（金）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

代

2月11日（日）2018年

一般 ９００円　高校生以下 ４５０円

一般 １,０００円　高校生以下 ５００円（当日各２００円増）

2Fリハーサル室（限定80名）  全席自由
14：00

Lコード ： 51795

オーボエ／佛田明希子 ピアノ／岡　純子

私の街でクラシック Vol.21

オーボエの魅力
～レクチャー&コンサート

21回目となる今回、あまり馴染みのない
ダブルリード楽器、オーボエをご紹介致します。

『オーボエってどんな楽器？』
の疑問に全てお答えします！

※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。

代

予定曲目
◆C.ニールセン

2つの幻想的小品 作品2 
◆J.W. カリヴォダ

サロンのための小品
作品228 他

私は歌い続ける。歌うことが好きだから。
歌う理由を見失いながらも歌い続ける。
まるで歌うことが生きることであるかのように…
死に行く兵士を歌で慰め続けた一人の女性歌手の物語。
作家と演出家は、今演劇界で最も注目を集める 劇団チョコレートケーキ の古川健と日澤
雄介。劇団名とはそぐわぬ社会派・骨太な作風で、史実、歴史的事件を題材に、観る者に
鋭い一撃を放つ独特な世界観を描き出す。
『現代に欠けた何かを呼び覚ましてくれる必見の舞台！』

チケットぴあ　  0570-02-9999
ＣＮプレイガイド 0570-08-9999　e＋（http://eplus.jp）

代

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。

従来、前期・後期で募集を行ってまいりましたが、平成30年度は、通
年（1年間）での募集となります。
それに伴い、応募期間も変更となりますので、ご注意ください。

平成30年度  すばるホール芸術文化助成事業のご案内

～対象期間が変更となります～

平成30年度  芸術文化助成事業募集

【助成金額および団体数】
1団体につき上限を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、予算の範囲内）

【対 象 期 間】平成30年4月～平成31年3月に実施する事業
【募 集 期 間】平成29年12月1日（金）～平成30年3月2日（金）まで
※その他、応募方法等に関する詳細についてはホームページをご覧ください。

1月12日（金）2018年

ニッポンが輝いていたあの頃、
誰もが口ずさんだあの歌…
昭和ヒットパレードが
やってくる !!

ニッポンが輝いていたあの頃、
誰もが口ずさんだあの歌…
昭和ヒットパレードが
やってくる !!

1,800円（当日500円増）

2Fホール（限定200名） 全席自由14：00

1,500円 友の会予約 友の会も同日発売 友の会予約 友の会も同日発売
11/9（木）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

【予定曲目】
リンゴの唄 学生時代

また逢う日まで 青い山脈

真っ赤な太陽 テネシーワルツ

明日があるさ 他多数！

【コーラス・伴奏・踊り】

ザ・サーモンズ

出演　北海道歌旅座

11/8（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

□めざましクラシックス in 河内長野
●2018年1月13日（土）  ●15：00開演（14：30開場）
●大ホール・全席指定　●S席 6,000円  A席 5,000円
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
※A席の販売は、ラブリーホール・キックスのみ。
●出演：松本蘭（ヴァイオリニスト）、軽部真一（フジテレビアナウンサー）　他
スペシャルゲスト／渡辺美里、ヴォーカルゲスト／藤澤ノリマサ

□LICオルガンコンサート
「オルガン音楽の花束」 ～イタリア、ドイツ、フランス～
●11月18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：青田絹江（東京カテドラル関口教会聖マリア大聖堂オルガニスト）
※未就学児童入場不可。 ※コンサート終了後、オルガンを間近で見学していただけます。

□オルガンと一緒にLICクリスマスファミリーコンサート
「りっく・クリスマス・ファンタジー」 ～音と絵と光で楽しむクリスマス！～
●12月9日（土）  ●14：00開演（13：30開場）  ●1階 ホールM・全指定席
●おとな前売  1,500円　こども前売（中学生以下）  1,000円（各当日500円増）
●出演：土橋薫（オルガン・お話）、畑田弘美（ソプラノ）、松原友（テノール）
乃村八千代（ソプラノ）、矢田部知子（打楽器）、芹澤紀子（ナレーター）、土橋藍（画）
※3歳以上有料（2歳以下膝上入場可。ただし座席が必要な場合は有料）

□デューク・エイセス　リサイタル～永六輔さんへのオマージュ～
●11月19日（日）  ●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定
●前売／一般4,000円（当日500円増） ●予定曲 ： My Way、Dry 
Bones、にほんのうたメドレー「君の故郷は～女ひとり～筑波山麓合唱団～
フェニックス・ハネムーン」 他　※未就学児童の入場不可。

□さやか寄席　桂文枝独演会
●2018年1月14日(日)　●14：00開演（13：30開場）
●大ホール・全席指定　●前売一般 3,500円　●出演：桂文枝　他
※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。
※舞台芸術へ関心をもつ青少年育成を目的として、一部の公演に高校生以下のチケット料金を設定しています。

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、友の会会員割引は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（１１月６・１３・２０・２７日　１２月４・１１・１８・２５日）　年末年始休館（１２月２９日～平成３０年１月３日  12/28・1/4は17:30閉館）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

参加団体募集参加団体募集

「すばる友の会」では会員を募集しています。

会費・入会方法はお問合せください。 ☎ 0721-25-0222

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

開 催 期 間 ２０１７年１１月２３日（木祝）から１２月２４日（日）まで
飾り付け作業 １１月１８日（土）から２２日（水）
会　　　場 すばるホール２Fロビー　他
参 加 条 件 素材・テーマは問いません。参加費無料
※ツリーの装飾は各自でご用意ください。個人、グループでの参加も可能。

参加申込締切 ２０１７年１１月１２日（日）
 ※締切後も余裕のある場合は受付します。
応募用紙（ダウンロード可）に記入し、すばるホール２F受付カウンターへ
応 募 本 数 １２本　※先着順

特典

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.
November & December

11&12
SUBARU NEWSホール

すばるクリスマスツリーコレクション

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

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
12月  December

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
1月  January

 1［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
 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
 

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
 7［火］ 外食展示会 展示室 10:00～16:00 無料 日本食研株式会社　072-266-3051
 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
 

11［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

  すばるスターウォッチングクラブ 秋の星空とアンドロメダ銀河、惑星を探して見よう！ プラネタリウム室他 18:30 おとな500円 こども250円 すばるホール

 11［土］～12［日］ 高校演劇コンクール　第67回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会 小ホール  無料 すばるホール

 12［日］ シャネス・イン・ワンダーランド ホール 15:00 無料 ダンス・シャネス　竹本花穂　080-1472-7823

 14［火］～16［木］ ハートパル　クラフト展　手作り品販売・絵手紙展示会 展示室  無料（販売有） ハートパルクラフト　高橋三重子　0721-24-3244

 
15［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
  進学相談会 小ホール 16:30～18:30 無料 進路情報センター昭栄広報　0120-05-4146
 

18［土］
 第６回富田林高校ももせ合唱団 演奏会　～家島健先生を偲んで～ ホール 14:00 1,000円 富田林高校ももせ合唱団　古畑等　090-8213-0409

  第８回とんだばやし認知症市民フォーラム 銀河の間 14:00 無料 富田林市　高齢介護課　0721-25-1000（内線183）
 19［日］ 第5回南河内地車博覧会2017　だんぱく2017 展示室 他 10:00～19:00 入場無料 南河内地車博覧会実行委員会　090-2353-4349（問い合せは18:00～21:00まで）
 21［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
 

22［水］
 すばる映画祭　Film Collection　「家族はつらいよ２」 ホール ①10:30  ②14:00 一般1,000円 割引  900円 すばるホール

  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
 

23［木祝］
 」トーサンコいあれふの心と心「 回12第 ホール 18:00 一般2,000円  小中高生1,000円 国際社会福祉・文化交流事業促進会　長屋　0721-23-2076

  いちごクラブ 唄三線のつどい　琉歌、聴いてみませんか。 小ホール 14:00 無料 いちごクラブ 三線同好会　和田芳弘　0721-93-3161
 11/23［木祝］～12/24［日］ すばるクリスマスツリーコレクション 2階ロビー 開館時間内 無料 すばるホール
 24［金］ 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
  第５回テンダァハートカーニバル（テンダァハート）ホームページ 銀河の間 9:30 無料（要問合せ） 有限会社テンダァ　岸下英弥　0721-28-9061
 25［土］ percpercコンサート in hometown  小ホール ①15:00 ②18:00 ※①3才以上500円②1,800円 パクパクコンサート実行委員会　佐々田072-366-6820  ※①0～2才無料②小中学生500円割引
  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
 

26［日］
 第32回プティフィーユバレエスタジオ発表会　創作美女と野獣　他 ホール 13:30（予定） 入場無料 花岡　090-8539-2912

  ベートーヴェン作曲交響曲第九番他の合同練習 小ホール 18:00～20:00 要問合せ すばる第九を歌う会　畑中　0721-24-8196
 28［火］ 他 」会明説同合路進「 内河南ｎｉムラーォフ進推用雇者いが障  銀河の間 他 13:00～15:45 無料 障がい者雇用推進フォーラムin南河内実行委員会 事務局0721-53-6093

  くすのき塾クリスマス会 銀河の間 11:30～15:30 会員限定 シニア富田林くすのき塾　くすのき塾理事長 加藤一敏　0721-29-7001
 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
  角渉トリオJAZZ LIVE 2017 Christmas Stage！ 小ホール 18:30 一般1,000円 ペア券1,800円 すばるホール
 3［日］ 第４回　ＳＡＫＯ　ＢＡＬＬＥＴ　ＳＴＵＤＩＯ　発表会 ホール 15:00 無料 ＳＡＫＯ　ＢＡＬＬＥＴ　ＳＴＵＤＩＯ　左古美咲　080-2525-7812
 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
 7［木］ Osaka Shion Wind Orchestra 吹奏楽コンサート ホール（2階席限定） ①10:30 ②14:00 1,000円 すばるホール
 

9［土］
 2017とんだばやし人権フェア 銀河の間 10:00 無料 富田林市　人権政策課 0721-25-1000（内線472）

  第32回マイウェイコンサート ホール 14:30 大人3,000円 小人・障がい者2,000円 マイウェイ福祉の会後援会　茶弘米子　050-7100-0389
 10［日］ すばる第九シンフォニー2017 ホール 14:00 1,000円 すばる第九を歌う会　畑中　0721-24-8196
 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
  すばるショパンフェスティバルプレ公演　すばるワンコインシネマ特別企画　「愛の調べ」 プラネタリウム室 10:00 500円 すばるホール
 

16［土］
 2017とんだばやしボランティアフェスタ 銀河の間 13:30 無料 富田林市社会福祉協議会　河原・白井　0721-25-8200

  すばるクラフトシリーズ　ジェルキャンドル制作体験 プラネタリウム室前 13:30～16:30受付 1セット1,000円 すばるホール
  星空アロマ　～Starry Aroma～　「Graceful night」 プラネタリウム室 18:00 500円 すばるホール
 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
 

23［土祝］
 純烈　クリスマスコンサート ホール 14:00 3,500円 すばるホール

  星空シアター　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～ プラネタリウム室 15:00 一般2,300円 ペア券4,000円 すばるホール
 24［日］ 第41回ジョイントコンサート（近隣４児童合唱団交歓演奏会） ホール 14:00 無料 富田林市少年少女合唱団　鷲見（すみ）　0721-21-3620

1［水］・2［木］・7［火］・8［水］・10［金］・14［火］～17［金］
21［火］～24［金］・28［火］～30［木］  
1［水］・2［木］・4［土］・7［火］～9［木］・11［土］
14［火］～18［土］・21［火］・22［水］・24［金］・25［土］
28［火］～30［木］  
2［木］・7［火］・9［木］・14［火］・16［木］・21［火］・28［火］・30［木］   
1［水］・7［火］・8［水］・10［金］・14［火］・15［水］・17［金］
21［火］・22［水］・24［金］・28［火］・29［水］  

9:45

10:00 会員（随時体験
受付しています）

※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

会員（随時体験
受付しています）

※小ホール又は
リハーサル室

㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美　080-3868-4951
※会場はお問合せください。13:30

19:30

1［金］・3［日］・5［火］～8［金］・12［火］～15［金］・19［火］
20［水］・24［日］・26［火］～28［木］  
1［金］・2［土］・5［火］～7［木］・9［土］・12［火］～16［土］
19［火］～21［木］・26［火］～28［木］
5［火］・7［木］・12［火］・14［木］・19［火］・21［木］・26［火］・28［木］   
1［金］・5［火］・6［水］・8［金］・12［火］・13［水］・15［金］
19［火］・20［水］・22［金］・26［火］・27［水］  

9:45

10:00 会員（随時体験
受付しています）

※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

会員（随時体験
受付しています）

※小ホール又は
リハーサル室

㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美　080-3868-4951
※会場はお問合せください。

13:30

19:30

 6［土］ 音楽の絵本　～笑門来福～ ホール 14:00  すばるホール 
  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［月祝］ 富田林市少年少女合唱団　練習 リハーサル室 13:00 無料 富田林市少年少女合唱団　鷲見（すみ）　0721-21-3620
 10［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

14日 12:00～19:00
15日 10:00～19:00
16日 10:00～15:00

11日 13:30～17:20
12日 9:30～16:05

4［木］・5［金］・9［火］・10［水］

5［金］・6［土］・9［火］・10［水］
9［火］
5［金］・9［火］・10［水］

9:45

10:00 会員（随時体験
受付しています）

※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

会員（随時体験
受付しています）

※小ホール又は
リハーサル室

㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美　080-3868-4951
※会場はお問合せください。

おとな2,000円
こども1,500円

13:30
19:30

だんじり



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

～１２月２２日（金）まで

12月24日（日）～2018年1月8日（月祝）
冬休みプログラム

（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！

満天の星空に妖怪たちが現れて大騒ぎに!?
ジバニャンたちと一緒に星空の世界を探検しよう！
約45分

私たちの住む「地球」のこと、どれくらい知ってい
ますか？
ドラえもんやのび太達といっしょに“宇宙に浮か
ぶ地球”のふしぎを体験する旅に出発しよう！

ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検3 －地球のふしぎ－

※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

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
11:00

13:00

14:30

平日（火～金）

たいようくんとおつきちゃん
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

14:30

土・日・祝

親子のためのクラシックコンサート  音楽の絵本～笑門来福～親子のためのクラシックコンサート  音楽の絵本～笑門来福～

すばるショパンフェスティバル第 1 日目
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第 2 日目
ロマン派のピアノ協奏曲

すばる交響楽団 第 26 回定期演奏会

すばるホール芸術文化助成事業

すばる映画祭 ～Film Collection～
家族はつらいよ 2

【投映休止日】
平日月曜日（休館日のため）　12月16日（土） ワンコインシネマのため
12月23日（土祝） 星空シアターのため　12/29～1/3 年末年始休館のため

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）

太 田 糸 音吉 原 佳 奈山 﨑 亮 汰三重野 奈 緒三 好 朝 香

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　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・広報協力／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　　※未就学児の入場はご遠慮ください。

※曲目・時間等の詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。
※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。
※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）。

両日共

2018年 1月6日（土）

 1月20日（土） 2018年 1月21日（日）

約45分 星空生解説付き

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。

THE MOON
月のふしぎ

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Ⓒカワハラユキコ/SPACESITE

星空生解説付き

劇団カッパ座富田林公演『つるのおんがえし』

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
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

※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

【つるのおんがえしについて】
1987年の初演から30年。アメリカ（北
米・ハワイ）公演を含む3度の再演を経て、
弱いものをいたわる優しさ、相手の気持
ちを理解する思いやりをテーマに、大人
からこどもまで、世代を超えてお届けする
珠玉の名作がよみがえります。
ご家族おそろいでご来場くださいませ。

11月22日（水）

高校演劇コンクール
（第67回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会）

酒 井 有 彩鯛 中 卓 也水 本 明 莉今 野 尚 美

11月11日（土）～12日（日）
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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※運営の都合上、予告無く開演時間が変更になる可能性があります。ご了承ください。

2016年の公演より

2F小ホール （小劇場スタイル） 入場無料

角渉トリオJAZZ LIVE “Christmas Stage!”

12月2日（土）

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

純烈クリスマスコンサート
イケメン ムード歌謡グループ

第26回 すばる第九シンフォニー2017

文化芸術振興パートナーシップ協定事業
小学校芸術鑑賞会

「Osaka Shion Wind Orchestra 吹奏楽コンサート」

「愛の調べ」
すばるワンコインシネマ特別企画

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。

富田林市内の公立小学校５年生
を対象に開催する芸術鑑賞会を
一般公開します。
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、こどもたちと一緒に楽しい
ひと時をお過ごしください。

過去に２度日本一に輝き、数々の賞を受賞し続けている、地元大阪出身のジャズピアニスト角 
渉（すみ わたる）を中心としたトリオＬＩＶＥをすばるホールで開催！ジャズアレンジしたクリスマ
ス曲をお送りいたします。迫力あるＪＡＺＺ ＬＩＶＥをご期待ください。
当日、２ｎｄアルバム「ＳＴＡＧＥ」を発表します！

角  渉（Ｐｆ） 中島  拓人（Ｂａ） 藤木　亨（Ｄｒ）

12月23日（土祝）

一般 １，０００円（当日２００円増）　ペア券 １，８００円（前売のみ）

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

12月10日（日） 1,000円（当日200円増）

2Fホール　全席自由14：00

3,5００円（当日500円増）

２Ｆホール  全席指定14：00
Lコード ： 57417代

代

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）

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
Lコード ： 55138代

※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）

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。

「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・独奏曲全２６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。

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。

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。

< 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。

ⒸSUPERKIDS

～ 笑 門 来 福 ～

※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）

おとな １，８００円  こども １，３５０円
Lコード ： ５２７４７代

2018年 1月13日（土）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

２Ｆ小ホール（限定２００席）  全席自由14：00
1,5００円（当日200円増）

Lコード ： 52937代

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）

1,350円

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 すばる寄席　桂文之助独演会すばる寄席　桂文之助独演会

3,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

主催・お問い合わせ：すばる第九を歌う会  代表 畑中茂 0721-24-8196

11月5日（日） 1,000円（当日200円増）

2Fホール　全席自由13：30

主催・お問い合わせ：すばる交響楽団　０９０－８３７６－２８０１

ものまねタレント

ゲスト

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。

12月23日（土祝）

君島  遼

１１：００

Ｌコード：53875
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。

寺 岡 清 高 實 川 　 風関 本 昌 平 東海林 茉 奈
©木村 護 ©ミューズエンターテインメント

大阪交響楽団 ©飯島 隆

【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

※この演奏会は競輪の補助を受けて開催します。

15：００

Ｌコード：53876

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
の名曲の数々と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。

〈劇中で使われる楽曲〉
《シューマン》
●献呈　●謝肉祭　●トロイメライ
●森の情景　●アラベスク ハ長調
●ピアノ五重奏曲 変ホ長調
●ピアノ協奏曲 イ短調

《ブラームス》
●２つのラプソディ ト短調
●ハンガリアン舞曲　●子守唄
●交響曲 第1番

《リスト》
●ピアノ協奏曲 第1番  ●献呈（リスト編）

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

代

12月16日（土）

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

2018年

2018年 2018年 2018年

秋の星空とアンドロメダ銀河、
惑星を探してみよう！

秋の星空とアンドロメダ銀河、
惑星を探してみよう！

秋の星空とアンドロメダ銀河、
惑星を探してみよう！

秋の星空とアンドロメダ銀河、
惑星を探してみよう！

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

11月11日（土）11月11日（土）

※こどものみの参加はできません。
※雨天曇天時は屋内で別プログラムを実施します。 協力／那須香大阪天文台

3階プラネタリウム室・4階屋上ひろば18:30～20:00
おとな500円  こども250円（こどもは4歳～中学生以下）

おとな400円  こども200円 定員60名

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

※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

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

Ⓒ2017「家族はつらいよ２」製作委員会

１１月１２日（日）

１１月１１日（土）
開会式 13：30 作品タイトル
金剛高校 ①13：50 ～ 変心
河南高校 ②15：05 ～ カラー・ラ
清教学園高校 ③16：20 ～ サソリの心臓

精華高校 ④ 9：30 ～ 大阪、ミナミの高校生
柏原東高校  ⑤10：45 ～ オペレーション「騒縁」
関西福祉科学大学高校 ⑥12：00 ～ スクール　ゴースト？
狭山高校 ⑦13：50 ～ 幸せの定義
東百舌鳥高校 ⑧15：05 ～ Your inside

第１部　クリスマスソング＆ハレルヤ（合唱付）
第２部　ベートーヴェン作曲 交響曲 第九番（合唱付）
指　　揮／佐々木 宏
管 弦 楽／八尾フィルハーモニー交響楽団
ソリスト／ソプラノ 木澤 佐江子　アルト 橘 知加子　テノール 茶木 敏行　バリトン 松澤 政也
合　　唱／すばる第九を歌う会

指揮／西村友
吹奏楽／オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ

【演奏予定曲】
行進曲「海を越える握手」、
ビリーブ　ほか

【予定曲目】
歌劇「カルメン」　ビゼー／前奏曲  ハバネラ、「弦楽のためのアダージョ」バーバー

「交響曲第６番」ベートーヴェン／田園１楽章・すばる四季（歌）
ラデツキー行進曲　他

すばるイブニングコンサート
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

※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。　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）

１Fレストランすばる  全席自由17:00（開場は45分前） 600円（当日200円増） ※１ドリンクつき 500円　

2月3日（土）

◆シューマン:ピアノソナタ第2番 ト短調 op.22
◆プーランク:ナゼルの夜会　ほか

［演奏予定曲］

Lコード ： 52102

辻 本 莉果子
（東京藝術大学２年生）

つじ       もと　     り      か      こ しま          た　        り     い     と えん         どう　        ゆ           み

2016ピティナ・ピアノ
コンペティションG級入選

3月3日（土）

◆リスト：メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」 S.514
◆三善晃：ピアノ・ソナタ　ほか

［演奏予定曲］

Lコード ： 52261

島  多  璃  音
（兵庫県立西宮高等学校２年生）

2017年ピティナ・ピアノ
コンペティションG級銅賞

3月31日（土）

◆ショパン＝リスト:“6つのポーランドの歌”より
◆バツェヴィチ:ピアノソナタ第2番　ほか

［演奏予定曲］

Lコード ： 52389

遠  藤  優  美
（京都市立芸術大学院修士課程1年）

第19回 姫路パルナソス
音楽コンクール第一位

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。　※１階席は使用できません。　※公演時間は約４５分

12月7日（木）

２Fホール（２階席限定） 全席自由 ※各回限定100名

①10：30 ②14：00

11/8（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

11/8（水）
初日は電話
予約のみ

一般発売
10：00～

Lコード ： ５３８６７
代

角渉ミニソロライブ開催決定！
１１月２３日（木祝）１８：００～入場無料　
エコール・ロゼ　１Ｆアトリウム広場

900円1,000円（当日共） 友の会予約 友の会も同日発売

12月16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

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「Graceful night」
（ローズ ・シナモン ・ベチバーをブレンド）

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…

セット券も！
星空アロマ+ジェル
キャンドルセット券

お得な
1セット 

1,300円

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
～クリスマスにぴったりのキャンドルを作ろう～

13:30～16:30（受付終了）

1,000円（材料費）

限定
20名3Fプラネタリウム前

・両日のナビゲーター
　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）
・出演者による
　メッセージリレーを掲載中
http://subaruchopinfes.sblo.jp/

12月16日（土）

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！

11月9日（木）  12月14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。

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


