
すばるキッズアートフェスティバル2018

ご家族みんなで楽しめるファミリーコンサート。
楽器の生演奏はもちろん、うたのおにいさん、おねえ
さんといっしょに、歌って、リズムをとって楽しもう。

※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。）※未就学児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。

8.4土
２Ｆホール（１階席限定）（全席指定）
おとな  2,000 円
こども  1,000 円（当日各 500 円増）

11：00

おとな  1,800 円
こども     900 円

友

Lコード ： 55751

※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。）

一般発売

5.18金
初日は電話予約のみ

友の会予約

5.11金
（10：00～）

一般4,500円　高校生以下3,000円友

2Fホール（全席指定）

一般  5,000円　高校生以下  3,000円（当日各500円増）

15：006.23土
圧倒的な“日本の超カッコ良さ”に衝撃を受けた観客
続出の「ドラムロック 疾風」。
今年、更に進化しパワーアップして帰ってくる！
舞台上を駆け抜ける「疾走感」、魔法のように感情を揺
さぶるTAO-BEAT、思わず感涙し、口遊むような旋律。
日本の伝統芸術は、最先端のエンターテイメントに進
化する。
美しくも圧倒的なパフォーマンスと最新の映像テクノ
ロジーが融合する「THE 日本エンターテイメント」。

代

2018年 新作舞台 ドラムロック  疾風３
©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

Web C

おとな 1,080円　こども 450円　親子ペア 1,350円友

2Fホール（全席指定）

おとな 1,200円　こども 500円　親子ペア 1,500円（当日各300円増）

11：008.5日

代 C Lコード ： 53535
Lコード ： 56550

一般発売

5.18金
初日は電話予約のみ

友の会予約

5.11金
（10：00～）

親子で楽しむ♪

＜演奏予定曲＞
聖者の行進、ジブリ・メドレー、さんぽ、手のひらを太陽に、ブラームス：ハンガリー舞曲第５番　ほか

＜演奏予定曲＞
聖者の行進、ジブリ・メドレー、さんぽ、手のひらを太陽に、ブラームス：ハンガリー舞曲第５番　ほか

新井 宗平（うたのおにいさん） （演奏）大阪交響楽団メンバーによる金管五重奏とピアノ 山本 かずみ（うたのおねえさん）

小曲  俊之
（トランペット）

松田  貴之
（トランペット）

小曲  善子
（ホルン）

矢巻  正輝
（トロンボーン）

柳瀬  陸
（テューバ）

成宮  彩華
（ピアノ）

代 C

7.7土
２Ｆホール（全席指定）
一　　　般  3,500円
高校生以下  2,000円（当日各500円増）

15：00

一　　　般  3,200円
高校生以下  1,800円

友

Lコード ： 55607

※未就学児の入場はご遠慮ください。

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

一般発売

5.16水
初日は電話予約のみ

友の会予約

5.9水
（10：00～）

代 C

バックステージツアーを開催バックステージツアーを開催 公演終了後、バックステージツアーを開催します。普段は見ることのできない舞台裏をのぞいてみよう。参加を希望さ
れる方は、公演チケットを購入いただいた後、窓口またはお電話にてすばるホールまでお申し込みください。

先着50名

むかしむかし、３人のむすこをもった粉屋がいました。その粉屋が死んで、上のにいさんは水車小屋を、下のにいさんはロバをもらいました。
いちばん下のおとうとが“ねこ”しかもらえずに泣いていると、そのねこが言いました。「ご心配なく、ご主人さま。わたくしに、ふくろ
をひとつとながぐつを一足くださいな。」ねこにはどんなさくせん・かんがえがあるというのでしょう？きれいなおひめさま、りっぱなお城、
そしてそこにすんでいる人喰いおにとねこのちえくらべ。ながぐつをはいたねこの大活躍に主人もびっくり。

母の死をきっかけにピアノが弾けなくなった元天才少年・有馬公生。
モノクロームだった彼の日常は、一人のヴァイオリニストとの出逢いから色
付き始める。
傍若無人、喧嘩上等、でも個性あふれる演奏家・宮園かをり。
少女に魅せられた公生は自分の足で１４歳の今を
走り始める。
第３７回講談社漫画賞を受賞した、青春 × 音楽
× ラブストーリ－「四月は君の嘘」を彩ったクラ
シックの名曲と物語の名シーンを生演奏とアニ
メーションでお楽しみいただきます。

＜あらすじ＞

こんな猫に会いたかった！
日本初の影絵専門劇団の“劇団かかし座”がお贈りするファミリー向け影絵公演。
こんな猫に会いたかった！
日本初の影絵専門劇団の“劇団かかし座”がお贈りするファミリー向け影絵公演。

クラシックコンサート２０１8

サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ
クライスラー：愛の悲しみ
ショパン：バラード第１番　ほか

演奏
予定曲

小寺　里奈 （ヴァイオリン）
古賀　大路 （ピアノ）
地域アーティスト1名 （ピアノ）

出 演

花江  夏樹（声優）

©新川直司・講談社
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スペシャルゲスト

※曲目は変更になる場合があります。

夏・劇！すばる演劇フェスティバル2018

公演以外のお問い合せ

すばるホール休館日 情報

【すばるホールH.P】http://subaruhall.org/

TEL 0721-25-0222
FAX 0721-25-0550
※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6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。

【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。

（※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。） ※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。

開演 前売料金 チケット販売所会場

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、友の会会員割引は4枚まで）

チケット販売所 すばるホール（チケットカウンター）0721-26-2060 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。 SAYAKAホールチケットカウンター 072-365-9590

喫茶コンゴー（富田林市役所内）0721-25-1000ラブリーホール 0721-56-6100LICはびきの（チケット専用） 072-950-5504ローソンチケットLコード予約TEL 0570-084-005ニシバタ楽器・千代田センター 0721-53-2480

CNプレイガイド 0570-08-9999

代

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。

開催イベントのご案内

2018.

5 6
May &
June
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友の会予約

すばるホールでの発売初日は電話予約のみ受付（10:00開始・1通話6枚まで）一般発売

すばる友の会前売料金友
QRコードで
詳細情報を

Check!

 日 月 火 水 木 金 土
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

5月
 日 月 火 水 木 金 土
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

6月

※5/3-6は17：30で閉館します。

休館日

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

□N響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き
ザ・チェンバー・プラス
●6月17日（日）  ●13：30開演（13：00開場）  ●大ホール・全席指定　
●一般前売 2,500円（当日500円増）  高校生以下 1,000円（当日共）
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
公演終了後にメンバーによる金管楽器クリニックを開催！詳細はラブリーホ
ールまで
●メンバー：菊本和昭（トランペット）、山本英司（トランペット）、木川博史

（ホルン）、池上亘（トロンボーン）、池田幸広（チューバ）
●予定曲目：J.S.バッハ：小フーガ　ト短調　G.ガーシュイン：3つのプレリ
ュードより　L.バーンスタイン：ウエストサイド物語より　他

□LICオルガンコンサート
オルガン、みて、きいて、ふれて、私の市（まち）のたからもの
「パイプオルガン・デュオ・コンサート～イタリアからの風に乗せて～」
●6月10日（日）  ●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：吉田愛＆アレックス・ガイ
オルガン・デュオ　※未就学児入場不可。

□オルガン特別公開講座 第11弾
オルガンレクチャーコンサート『バッハ（小川）の源流を求めて！！』
●8月25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）  ●椎名雄一郎（レクチャー・演奏）、
土橋薫（進行）  ●発売日：6月10日（日）9時～　※未就学児入場不可

□東京大衆歌謡楽団コンサート ～昭和初期の名曲を唄う～
●6月2日（土）  ●14：00開演（13：30開場）　●小ホール・全席指定
●前売／一般3,500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、青い山脈、旅の夜風 他  ※未就学児童の入場不可。

□SAYAKAクラシックススペシャル
正戸里佳（ヴァイオリン）＆岡田将（ピアノ） デュオ・コンサート 
●6月23日(土)　●14：00開演（13：30開場）　●小ホール・全席指定
●前売一般 2,500円　ペア 4,500円（当日各500円増）
●ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調Op.24「春」、
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調Op.30-2、ラヴェル：ツィガーヌ 他
※未就学児童の入場不可。

L IC はびきの

ラブリーホール

SAYAKA ホール

すばるホール友の会

「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

会 員 募 集

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

特典

「すばる第九シンフォニー２０１８」
合 唱 団 員 募 集

夏・劇！すばる演劇フェスティバル2018

～こども達に夏休みの思い出をプレゼントしませんか？～
この夏、こども達に演劇・人形劇のステージ
を上演いただける団体を募集します。

期　　間　夏休み（7～8月）

時　　間　30分～1時間程度　　

場　　所　すばるホール  ふれあいひろば（80名）

受付期間　5月31日（木）まで

出演資格　プロアマは問いません

公　演　日　2018年12月9日（日） 14：00開演
第１部　指　揮 / 和氣奈津子
　　　　吹奏楽 / シリウス・ウィンドバンド
第２部　指　揮 / 上田真紀郎
　　　　管弦楽 / 南大阪管弦樂団
　　　　合　唱 / すばる第九を歌う会1＆2部）

場　　　所　すばるホール・大ホール
演　奏　曲　第１部　アメージング・グレース　他

第２部　ベートーヴェン作曲 交響曲第九番
練 習 日 時　練習回数  約20回  原則日曜日10:00～12:00
　　　　　　初回練習は6月17日（日）10:00～すばるホール
練 習 会 場　大阪大谷大学、すばるホール、市民会館
合 唱 指 導　齊藤正義、片桐仁美
参 加 会 費　１０，０００円（学生は無料）他に公演チケットの

販売に協力していただきます
問い合わせ　ＴＥＬ ０７２１－２４－８１９６（すばる第九を歌う会　畑中）

ホームページ ： すばるホールホームページでチケットの購入が可能です。Web
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行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
5月  May

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
6月  June

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

 9［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［水］～10［木］ 児童図書・優良図書展示会 展示室  無料 ㈱トーハン 大阪支店　川尻達弥　06-6453-2504

 10［木］ プラネde絵本 ～プラネタリウムで絵本を読もう！～ プラネタリウム室 10:30 無料 すばるホール
 12［土］ とんだばやし混声合唱団　練習 小ホール 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野　090-9110-7492
 15［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

 19［土］～20［日］ 新築そっくりさん「リフォーム相談会」 展示室  無料 住友不動産　阪南営業所　岡田健　090-1252-0884

 20［日］ 南大阪管弦楽団創立30周年記念コンサート「ベートーベン第7交響曲」ほか ホール 14:00 無料 南大阪管弦楽団　奥野雅生　0721-24-7792
 22［火］ 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
 23［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［土］
 第68回富田林市民文化祭　ミュージックフェスティバル ホール 16:00 無料 すばるホール

  とんだばやし混声合唱団　練習 小ホール 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野　090-9110-7492

1・2・8～11・15～18・22～25・29～31

1・2・8～12・15～19・22～26・29～31  
1・8・10・15・17・22・24・29・31  
1・2・8・9・11・15・16・18・22・23・25・29・30  

9:45

午前中 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、時間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

  9日/15:00～18:00
10日/10:00～18:00

19日/10:00～17:00
20日/10:00～16:30

26日/11:00～19:00
27日/10:00～19:00
28日/10:00～15:00

 3［日］ 富喜会 小ホール 11:00 無料 友扇会　高嶺勝友女　0721-26-0003
 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］ 第12回マタニティ＆子育て中コンサート 小ホール 10:00 無料（申込み先着100名） 富田林市民児協　主任児童委員部会　0721-25-1000（内284）
 

10［日］
 チェリー社交ダンスクラブ　ミニパーティー リハーサル室 18:00 関係者のみ チェリー社交ダンスクラブ　0721-72-1107

  飛び出そう、舞台へ！　「ピティナ・ピアノステップ」 ホール 11:00 観覧は無料 すばるホール
 13［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［木］ 第37回ｗａｋｕｗａｋｕ手づくりマーケット 展示室 10:00～13:00 無料（販売有） yummyゆであずき　090-5652-7007
 15［金］ （一社）富田林青年会議所 創立50周年記念式典 ホール 19:00 無料 一般社団法人富田林青年会議所事務局　0721-24-1231（月･水･金11:00～15:00）
 16［土］ くすのき塾 カラオケお楽しみ会 小ホール 10:00～16:00 無料 シニア富田林くすのき塾　加藤一敏　0721-29-7001
 

17［日］
 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　0721-24-1715

  すばる第九シンフォニー2018 合唱団の発会式と練習開始 リハーサル室 10:00 無料（見学希望者） すばる第九を歌う会　畑中茂　0721-24-8196
 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
  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
 20［水］ 

すばる映画祭「キセキの葉書」 ホール ①10:30 ②14:00  すばるホール

  
DRUM TAO ドラムロック疾風3 ホール 15:00  すばるホール

 23［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
  第68回富田林市民文化祭　市民民謡大会 小ホール 10:30 無料 すばるホール
 24［日］ 

下水分社にわか連喜楽座記念公演　加賀屋甚兵衛物語 ホール 16:00  下水分社にわか連　喜楽座　尻谷　090-7553-4368　FAX申し込み0721-25-7434

 
 26［火］～28［木］ 手作り作品販売 「ハートパル クラフト展」 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

 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
 28［木］ 富田林市小中生徒指導シンポジウム（スマホトラブルについてLINE講師） 小ホール 14:00 無料 富田林市小中生徒指導連絡協議会　0721-24-3202（第二中学校）

1・5～8・12・13・15・19～22・26～29

1・2・5～9・12～16・19～23・26～30  
5・7・12・14・19・21・26・28  
1・5・6・8・12・13・15・19・20・22・26・27・29  

9:45

午前中 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、時間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

一般1,000円
割引900円

一般5,000円
高校生以下3,000円

小学生以下無料
中学生以上100円 協力金

（整理券必要）

 
1［日］

 H31年度高校入試進学説明会（主催 第一ゼミナール） ホール他 未定 無料 第一ゼミナール本部事務局　0120-4119-01
  第12回ふれあいｺﾝｻｰﾄ・大阪府芸術文化振興事業南河汽車の旅を歌う 小ホール 13:30 無料 メンズコア富田林　高井義　0721-24-8279
 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

 7［土］ 四月は君の嘘　クラシックコンサート2018 ホール 15:00  すばるホール

 8［日］ 第68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

3・4・6・10

3・4・5・6・7・10  
3・5・10  
3・4・6・10  

9:45

午前中 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、時間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

一般3,500円
高校生以下2,000円

※交通費、公演にかかる経費等はご負担ください。
※詳しくはお問い合せください。

出 演 団 体 募 集

2018
M

ay &
 June

OSAKA  TONDABAYASHI  CITY  CULTURAL  HALL  INFORMATION　すばるニュース



講演テーマ／「お空のみかた！」

講師  清水とおる（気象予報士）

２F小ホール（全席自由）

おとな 1,200円(中学生以上)　こども 800円(2才～小学生)（当日各200円増）

親子ペア 1,800円(前売のみ)

10：30（開場は 15 分前）

おとな 1,080円  こども 720円  親子ペア 1,620円友

7.22日

人形劇団クラルテ  ファミリー向け人形劇
現代作家の絵本より 『ゆらゆらばしのうえで』 原作／きむらゆういち（福音館書店刊）

世界のお話しから 『どうして、ぞうさんのはなはながいの？』 原作／R.キップリング

代

※2歳未満は無料

２F小ホール（全席自由）

一般  2,000円（当日300円増)　ペア券  3,800円（前売のみ）

　　 ３公演パス券  4,500円（枚数限定）

18：309.29土

南河内JAZZフェスティバル2018

富田林STAGE

ユッコ・ミラーBAND

　　　　　　飛び出そう、舞台へ！

「ピティナ・ピアノステップ」参加者募集

富田林STAGEに登場するのは、テレビや雑誌を賑わす実力派のサックス奏者“ユッコ・ミラー”を擁するユッコ・ミラーＢＡＮＤ。グレン・
ミラー・オーケストラのジャパンツアーにスペシャルゲストとして出演し、韓国やマレーシアなど海外のフェスティバルでも活躍、世
界的に高い評価を得ているサックス奏者“ユッコ・ミラー”が南河内 JAZZ フェスティバルの富田林公演に登場します。
モダンジャズからファンク、フュージョン、ハイブリッドなコンテンポラリージャズ、ロックなど幅広い音楽スタイルを魅せる“ユッコ・
ミラー”の圧巻のステージをお楽しみください。

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 47,000 人が出場しています。
経験豊富なプロピアニスト・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。

※3公演パスは異なる会場でご使用ください。
※6歳未満入場不可

主催：南河内文化会館ネットワーク委員会

2Fホール舞台上（全席自由）

一般  1,000円　高校生以下  500円

14：00

一般  900円　高校生以下  450円友

7.22日

とんだばやし演奏家協会　私の街でクラシックVol.22

田中正也おしゃべりコンサート♪

「魔法のピアノ」in とんだばやし

「キセキの葉書」

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22回目となる今回は・・・15歳でピアノ修行にロシアへ渡った田
中正也の超人ピアノと楽しいお話でアッ！という間の1時間。
ピアニストに限りなく近い舞台の上でお聴き頂きます。

阪神淡路大震災から半年。兵庫県西宮市を舞台に、難病の娘と、認知
症とうつ病を併発する母に挟まれながらも、度重なる試練を乗り越え、
勇敢に生き抜く主人公の実話に基づく感動の物語。
脇谷みどりの著書「希望のスイッチは、くすっ」を、ジャッキー・ウー
監督が映画化。
主演の鈴木紗理奈がマドリード国際映画祭最優秀主演女優賞を受賞。

代

※未就学児の入場はご遠慮ください。

Lコード ： 51597

３Ｆプラネタリウム室（全席自由）

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）

14：007.14土

すばるキッズ講座

「お天気教室inプラネタリウム」
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。

ABC テレビ
「キャスト ( 月～金 )」「昼の天気予報」
ABC ラジオ

「おはようパーソナリティ道上洋三です」
「上沼恵美子のこころ晴天」
「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」
「桑原征平 粋も甘いも」出演中

代

※未就学児の入場はご遠慮ください。 

Lコード ： 51589

Lコード ： 56261

一般発売

5.2水
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

5.12土
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

5.2水
初日は電話予約のみ

友の会も同日

お得♪

予定曲：「枯葉」「Some Skunk Funk」「Virtual Insanity」　
全公演共通プログラム：「Summer Time」

一般発売

5.27日
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

5.2水
初日は電話予約のみ

友の会も同日

南河内JAZZフェスティバル2018  Schedule

8.4土

8.18土

9.1土

9.15土

9.29土

10.13土

羽曳野STAGE（LICはびきの　ホールM）

山口真文クインテット

藤井寺STAGE（パープルホール　別館中ホール）

玉田玉秀斎（講談）、里村稔（Ts）、石田ヒロキ（Pf）、神田芳郎（B）、上場正俊（Dr）

大阪狭山STAGE（SAYAKAホール　コンベンションホール）

Moonlight Swing Orchestra

松原STAGE（松原市文化会館）

Make Jazz Orchestra  ゲスト：鈴木孝紀（Cl）

富田林STAGE（すばるホール2F小ホール）

ユッコ・ミラーBAND

河内長野STAGE（ラブリーホール　小ホール）

FREE FLIGHT BRASS BAND

参加者募集

作品募集

6 月 10 日（日）
2Ｆホール
ピアノ機種 /ＳＴＥＩＮＷＡＹ-Ｄ２７４、足台・補助ペダル有
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）
※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。

5 月 7 日（月）
すばるホール内　ピティナ富田林すばるステーション

開　催　日

会　　　場

設　　　備

申　込　先

申 込 締 切

お問い合わせ

ピアノデュオ “ドゥオール”
トークコンサート

ステップ当日にアドバイザーの藤井隆史先生と白水芳枝先生によるピアノデュオ“ドゥオール”のトークコンサートを開催します。（開催時間は約３０分）

２Ｆホール 全席自由

午後を予定

※トークコンサートはステップの参加者であるかを問わず、　どなたでもご観覧いただけます。また、ステップ内での開　催のため、一部ご利用いただけない座席がございます。

入場
無料

限定
170名

限定
100名

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。

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

5.10木
3Fプラネタリウム室
10:30～11:00（開場は15分前）

限定
100名

参加
無料

星空アロマ星空アロマ
プラネタリウム特別投映

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）

「Prologue」
(プロローグ）

サイプレス
パイン

シダーウッド

宇宙旅行、はやぶさ、ロケット、たなばた、
おつきさま 等
７月１４日（土）～１６日（月祝）１０：００～１７：００
６月１日（金）～７月８日（日）
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。

さかなクン講演会
開 催 決 定 ！

第68回富田林市民文化祭

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。

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
　　　　　　

テーマ例

開催期間

配布・受付期間

配布・受付場所

ユッコ・ミラー（Sax）半田彬倫（Pf・Kb） 中村裕希（Ba） 渡邊シン（Dr）

Check!

※6月はお休みします。

主催・お問い合わせ　南大阪管弦楽団　奥野雅生　電話・FAX 0721-24-7792

楽団創立30周年記念コンサート。ベートーベンが大好
きになる名曲No1！～交響曲第7番ほか、ドイツ音楽の
神髄を集めたプログラムを我らが若きマエストロ上田
真紀郎さんの魔法のタクトとお話でお届けします。ご家
族、お友達お誘いあわせで素敵なコンサートをお楽しみ
ください。 入場無料、年齢制限もありません！
指　揮：上田真紀郎
・ブラームス　　悲劇的序曲
・シューベルト　ロザムンデの音楽から
　　　　　　　　序曲と間奏曲第3番
・ベートーベン　交響曲第7番

限定
80名

約40分

6.16土

入場
無料

ミュージック
フェスティバル

市民民謡大会

ダンス
フェスティバル

5.26土

6.24日

7.8日

10：30

16：00

16：30

2F小ホール

2Fホール

会　場時　間イベント開催日

2Fホール

すばるスペースアート展2018すばるスペースアート展2018

作 品 大 募 集！作 品 大 募 集！
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。
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。

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

すばるホール芸術文化助成事業
南大阪管弦楽団創立30周年記念

第31回定期演奏会

２Ｆホール（全席自由）
入場無料

14：00

5.20日

すばる映画祭 ～ Film Collection ～

監督／ジャッキー・ウー　上映時間/90分
出演／鈴木紗理奈、土屋貴子、申芳夫、酒田かおる　ほか

２Ｆホール（1階席のみ）（全席自由）

一般 1,000円（当日200円増）　割引  900円（当日共）

①10：30　②14：00（各回入替制）

一般 900円　　割引 810円友

6.20水
※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

Lコード ： 56451代

ゴールデンウィーク（5/3-6）　キッズスペシャルイベントゴールデンウィーク（5/3-6）　キッズスペシャルイベント

プラネタリウムの操作を
体験してみよう
プラネタリウムの仕組みを学んで、デジタルプラネ
タリウムで星空投映を体験してみよう！

開催日  5月3日（木）～6日（日）
時　間  11:50～12:45
参加費  無料　

体験参加は無料ですが、11時のプラネ
タリウム鑑賞をお願いします。（おとな500

円、こども250円）鑑賞後、会場内でご案内
致します。

募　集  各日2組（家族同伴可、操作体験は1組2名まで）

応募方法  4月28日（土）10時より受付（電話予約可）、先着順。
対　象  小中学生（他の方も応募はいただけますが、未就学児

　　　　　 の場合は保護者の付添いをお願いします）

自分だけのオリジナル
缶バッヂを作ろう！

お絵かきして自分だけの缶バッヂを作ってみよう！
直径 7.5cm と 3.8cm の 2 サイズあるよ♪
お気に入りの写真を缶バッヂにもできるよ、詳しく
は HP で！

開催日  5月3日（木）～6日（日）
時　間  ①10:00～12:00
　　　  ②13:00～14:30
　　　  ③15:00～16:30
料　金  缶バッヂ
　　　  小・38mm　100円
　　　  大・76mm　200円（材料実費）
※小学生以下のお子様は保護者の方と一緒にご参加ください。

スマホでロボット操作

『PLEN２操作体験』

プラネタリウム観覧の
お子様にオリジナルグッズ（ノート）
プレゼント！（各日先着30名）

ロボットを操作して、箱

を運んだり、サッカーさ

せたりしてみよう！

大型ロボットのデモンス

トレーションもあるよ♪

開催日  5月4日（金）、5月6日（日）

時　間  10:00／11:00／13:00／14:00／

　　　  15:00（1日5回・一人5分程度）

参加方法  参加無料（整理券必要）
各時間1回あたり15名様分の整理券を、各当日の9:30
より2階受付カウンターにて配布します。

その他、イベント
もりだくさん！

2日間限定

スバルファイブも登場！（5月4日・5日）
紙工作でこいのぼり作り！

市内在住の65歳以上プラネタリウム観覧無料
（住所と年齢の確認できる身分証をご提示ください。）

イベントのお手伝いをして頂ける方募集！
（お問い合せください）

ボランティアスタッフ募集

Check!

Check!

Check!

Check!

Check!

夏・劇！すばる演劇フェスティバル2018

ゆらゆらばしのうえで どうして、ぞうさんのはなはながいの？©2017「キセキの葉書」製作委員会

ミニ縁日開催
★ポップコーン
★リンゴアメ
★作ってみよう！わたあめ

ミニ縁日開催
★ポップコーン
★リンゴアメ
★作ってみよう！わたあめ

※数量限定、売切れの際はご容赦ください。

さかなクンが夏休みの
すばるホールにやってくる！

14：00

7.28土
詳細は、すばるホールＨＰをご確認ください、
５月１日掲載予定。

プラネタリウム 2017年3月の光学式投映機レンズリフレッシュで導入当初のきらめく星空を
取り戻しました。デジタルシステムとの融合で最先端の宇宙科学をお届けします。

ドラえもん3ポケットモンスター サン＆ムーン
時間
15:00

平日（水・金）平日（火・木）

たなばたさま
ポケットモンスター サン＆ムーン

ドラえもん３
ポケットモンスター サン＆ムーン

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土・日・祝

5月8日（火）～7月8日（日）

ポケットモンスター サン＆ムーン
ドラえもん３

ポケットモンスター サン＆ムーン
ドラえもん３

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

ゴールデンウィーク

期間：ゴールデンウィーク
4月28日（土）～5月6日（日）

見上げよう！未来の星空
宮沢賢治　銀河鉄道の夜

時間
18:00

18:45

特 別 投 映

6月30日（土）特別投映

平日月曜日（休館日のため）
7/10～13、7/17～20（設備更新作業のため）
7/14（お天気教室開催のため）

投　映
休止日

（こどもは4歳以上、中学生以下）

おとな 500円
こども 250円

※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。

観
覧
料

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！

ビジュアル化困難と言われた「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。

10万年という遠い未来、見
慣れた星座の姿が変わって
しまうほど、星空が今とは大
きく違ってしまうのです。いっ
たい何が起きたのか。科学者
が長い時間をかけて解き明
かした秘密を探りながら、未
来の星空を見上げましょう。

星空生解説付き約45分

約40分

星空生解説付き約40分

星空生解説付き約45分

ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検3
－地球のふしぎ－

宮沢賢治 銀河鉄道の夜

見上げよう未来の星空
ポケットモンスター

サン＆ムーン プラネタリウム
明日は皆既日食が見られるとっても珍しい日。

それを聞いたサトシ達は、マーマネと一緒に日食がみら

れる帯の中心部、エクリプス島へ！

そこで日食を追いかけて世界中を旅している“日食ハン

ター”のフレッドと出会い、一緒に日食観測をすることに。

一方、ロケット団も日食のときに現れるという珍しいポ

ケモンと、ついでにピカチュウもゲットしようと、山頂へ

と急ぐサトシ達の目の前に立ちはだかる。

ゼンリョクで見逃すな！ 太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”

あし た　   かい き にっしょく     み                                    めずら         ひ

                 き                            たち                                  いっ しょ     にっし

          おび    ちゅうしんぶ                             じま

               にっしょく     お                        せ かいじゅう  たび                        にっしょく  

                                           で   あ         いっしょ    にっしょくかんそく

いっぽう                       だん    にっしょく                   あらわ                        めずら

                                                                                                                  さんちょう  

    いそ                    たち      め      まえ       た

                               み のが              たいよう     つき     かな             き  せき    しゅんかん

原作：宮沢賢治　脚本・CG：KAGAYA
音楽：加賀谷玲　　朗読：桑島法子

特別投映開催！
2作品上映！（土）

630

字幕付き投映承ります！字幕付き投映承ります！
すばるホールのプラネタリウムでは字幕付き投映も承っております。聴覚に障がいをお持ち
のお客様がご鑑賞いただけるよう、前半の星空生解説にはスタッフ手作りの字幕をつけて
解説いたします（一部番組を除く）。ご希望のお客様は事前にご相談ください。

©KAGAYA studio

制作・配給/㈱五藤光学研究所　企画/大阪市立科学館　公益財団法人大阪科学振興協会
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プラネタリウム

プラネタリウム

プラネタリウム

大型映像

バリアフリーの取組み
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