
10.28日
２Ｆホール（全席指定）
一　　　般 3,500 円
高校生以下 1,500 円（各当日共）

ペ　ア　券 6,500 円（前売のみ）

15：00

一　　　般 3,200 円
高校生以下 1,300 円
ペ　ア　券 6,000 円

友

Lコード ： 56109
※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。

代 C Web

日本にただ１人メジャーデビューしているプログラスハーピスト。国立音楽大学打楽器専攻卒。全日本クラシッ
ク音楽コンクール全国大会入賞。「天使のオルガン」と称される夢心地で驚異の音色をもつグラスハープのレパ
ートリーはクラシックからポップス、ジャズ、オリジナルと幅広い。 http://erikuo.com/erimba/

2.2土 ３Ｆプラネタリウム室（全席自由）

一般 2,000円　高校生以下 1,000円（当日各300円増）

16：00
２Ｆ小ホール（全席自由）

1,500円（当日200円増）

14：00

一般 1,800円　高校生以下    900円友1,350円友

Lコード ： 52219 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

大橋エリ大橋エリ
グラスハープ
バレンタイン
コンサート

グラスハープ
バレンタイン
コンサート
日本有数のグラスハープ奏者・大橋エリが
星空のもとお贈りするグラスハープコンサート。“
天使のオルガン”と称されるグラスハープの
透き通った音色をお楽しみください。

<予定曲>
アメージング・グレース、星に願いを、ジュピター、星めぐりの歌、カノン　ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

大橋エリ（グラスハープ）プロフィール

星空シアター

ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＣＯＮＣＥＲＴＯＳ 2018
Check!

Check!

Check!

2019年1.12土2019年

ヴァイオリン  千住 真理子ヴァイオリン  千住 真理子 ピアノ  今野  尚美 ピアノ  尾崎  未空
（2016年ピティナ特級グランプリ）

指揮  渡邊  一正

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
制作協力・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管弦楽 大阪交響楽団管弦楽 大阪交響楽団

©飯島隆©飯島隆

©Satoru Mitsuta©Satoru Mitsuta

チャイコフスキー
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35

ラフマニノフ
ピアノ協奏曲第２番 ハ短調 Op.18

ラフマニノフ
パガニーニの主題による狂詩曲 イ短調 Op.43

一般発売

9.12水
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

11.9金
初日は電話予約のみ

友の会も同日Lコード ： 52171代

※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

新春恒例、

桂文之助独演会！

富田林市在住の落語家

桂文之助が繰り広げる

円熟の話芸を

お楽しみください。

桂 文之助
桂りょうば

内海  英華
（女放談）

《演目》「悋気の独楽」「紙入れ」他、一席

千住真理子が奏でる至高のチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲と、
数々の映画やアニメ、フィギュアスケートで使用されたラフマニノフのピアノ協奏曲を一挙に演奏。

※開演前に渡邊一正さんと千住真理子さんによるプレトークがあります。

落語家・桂九雀が、田中啓文の人気作「笑酔亭梅寿謎解噺」
（集英社文庫）を舞台で上演したいと親友の南河内万歳一
座の座長・内藤裕敬に脚本・演出を依頼したところ…。
朗読？芝居？落語？果たしてどんなものが出来上がった
のか？ぜひご覧ください！ 主催／公益財団法人富田林市文化振興事業団

助成／一般社団法人全国モーターボート
　　　競走施行者協議会、一般財団法人地域創造、
　　　公共ホール演劇ネットワーク事業
協力／南河内万歳一座、株式会社オン・ザ・ラン
舞台監督・照明／皿袋誠路
チラシイラスト／長谷川義史

【プログラム】
第１部  「笑酔亭梅寿謎解噺～立ち切れ線香の章」
第２部　桂 九雀落語会（お囃子：岡野 鏡）

9.22土
２Ｆ小ホール（全席自由）
一　　　般 2,500円
高校生以下 1,000円（当日各500円増）

ペ　ア　券 4,500円（前売のみ）

14：00

一　　　般 2,250円
高校生以下 900円
ペ　ア　券 4,000円

友

Lコード ： 53270
※未就学児の入場はご遠慮ください。

Check!

代 Web

平成30年度公共ホール演劇ネットワーク事業

桂 九雀で

  田中啓文、
こともあろうに

  内藤裕敬。

出 演

立ち切り
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どんなものが
　出来上がるのか？

阪上洋光
（劇団いちびり一家）

藤解麻璃亜
（ちいさなクルミーノ）

岡野  鏡
（お囃子）

演劇ワークショップ参加者募集

日　時 ： 9月15日（土）14：00～　会　場 ： 2Fリハーサル室
参加費 ： 無料　　　　　　　　   定　員 ： 20名
締　切 ： 9月9日（日）17時　※定員に達した時点で締め切ります。

本公演の脚本・演出を務める南河内万歳一座の内藤裕敬氏による演劇ワークショップを開催します！
南河内万歳一座の舞台を中心に、次々と舞台を生み出す内藤裕敬氏から演技・演出を直接学ぶこと
のできる演劇ワークショップです！　参加を希望される方は、本公演のチケットを購入のうえ、すばる
ホールまで、電話・FAXにてお申し込みください。

内藤裕敬（南河内万歳一座）

©Kiyotaka Saito(SCOPE)©Kiyotaka Saito(SCOPE)

ザ　　                 ベスト　　                               コンチェルト

Web
限定
200名

限定
170名

代 Web

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
す
ば
る
ニ
ュ
ー
ス
は

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）
発売日の表記がないものは発売中です。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

9月 休館日

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

□Lovely Halloween（ラブリー ハロウィーン）in かわちなが
の2018　～仮装！？ファミリーコンサート～
●10月8日（月・祝）  ●15：00（14：30開場） ●大ホール・全席指定
●前売500円（当日300円増）
※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（演奏）
　　　　藤本裕貴（歌のおねえさん）
●演奏曲目（予定）ジブリメドレー、エビカニクス、ノートルダムの鐘 ほか

（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）

□LICオルガンコンサート 
「弾むステップ、響くメロディー」～ダンスのリズムに乗せて～
●9月22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）  ●土橋薫（オルガン）、畑田弘美（ソプラノ）  
●マイフェアレディより「踊りあかそう」（F.レーヴェ/A.プレヴィン）
ムーア人の踊り（T.スザート）他　●主催／羽曳野市
※未就学児入場不可

□フォレスタコンサート　in　大阪狭山
●10月13日（土）  ●14：00開演（13：30開場）  ●大ホール・全席指定
●前売／一般5,500円（当日500円増）
※未就学児童の入場不可。

□坂東玉三郎　越路吹雪を歌う「愛の讃歌」
●11月17日(土)　●17：00開演（16：30開場）　●大ホール・全席指定
●前売／一般 8,500円（当日500円増）
●出演：坂東玉三郎、真琴つばさ、姿月あさと
●予定曲：枯葉、愛の讃歌、水に流して、バラ色の人生　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

ホームページ ： 一般発売の翌日から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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すばるホール芸術文化助成事業
くすのき塾シニアのお祭り
シニア世代の会員が日頃の学習
成果を発表・披露します。

楽しい公演を見逃さないでね！！

2018
Septem

ber &
O

ctober

LICはびきの  TEL:072-950-5504（チケット専用）

SAYAKAホール  TEL:072-365-9590(チケット専用）

ラブリーホール  TEL:0721-56-9633（チケット専用）

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

 1［土］ すばるキッズ講座　ピアノ解体セミナー＆今野尚美ミニ・コンサート 小ホール 13:30 1,500円 すばるホール
  子ども食堂・居場所づくりを考える研修会 小ホール 18:00 無料 富田林市社会福祉協議会　0721-25-8200
 2[日] 「ＩＭＰＡＣＴ　vol．５」 ホール 14:00 500円 ＡＲＣダンススタジオ　0721-25-2123
 4[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482）
 6[木] 健康未来塾2018　運動器ケアしまだ病院　医療公開講座 小ホール 14:00 無料 しまだ病院公開講座係　中村　072-953-1001
 8[土] すばるホール芸術文化助成事業「くすのき塾シニアのお祭り」 小ホール 10:00～15:00 無料 シニア富田林くすのき塾　加藤一敏　0721-29-7001
 8［土］～9[日] 秋のリフォームフェア 展示室 10:00～17:00 無料 積水ハウスリフォーム中日本株式会社　伊藤・菊谷　072-267-0699
 9[日] 第68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
 12[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[金] HSM　お困りごと解決フェア&ワンダー保育用品フェア 展示室 10:00～18:00 無料 阪南システムマシン㈱　0721-25-2663
  

第68回富田林市民文化祭　市民川柳大会 小ホール  無料 すばるホール
 15[土]
  平成30年度公共ホール演劇ネットワーク事業　演劇ワークショップ リハーサル室 14:00 無料（事前申込） すばるホール
 15[土]～17[月祝] 紙ダイナソー　～自分が色付けした絵が草原を駆け回る～ 展示室 10時、12時、13時半、15時 300円※ すばるホール ※プラネタリウムのこども観覧券１枚付き
 

16[日]
 懐メロ発表会　あのころの歌 小ホール 9:30 無料 富田林市カラオケ連絡会　米原国次郎　090-1911-7410

  PL学園高等学校吹奏楽部OB-OGバンド　第13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
 17[月祝] 詩道楠水吟詠会　秋季大会 小ホール 9:30 無料 詩道楠水吟詠会　田畑水姫　090-1915-2815
 18[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[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
 20[木] よしもとお笑いライブin富田林2018秋 ホール 19：30 3,500円 チケットよしもと　0570-550-100
  

桂 九雀で田中啓文、こともあろうに内藤裕敬。「笑酔亭梅寿謎解噺～立ち切れ線香の章」 小ホール 14:00  すばるホール
 22[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
 22[土]～24[月祝] 紙ダイナソー　～自分が色付けした絵が草原を駆け回る～ 展示室 10時、12時、13時半、15時 300円※ すばるホール ※プラネタリウムのこども観覧券１枚付き
 26[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
 29[土] サークル発表と体験コーナー・口笛演奏（2007年世界大会１位） リハーサル室 14:00～16:30 無料 新日本婦人の会富田林支部　高田　0721-24-3209
 29[土]・30[日] 紙ダイナソー　～自分が色付けした絵が草原を駆け回る～ 展示室 10時、12時、13時半、15時 300円※ すばるホール ※プラネタリウムのこども観覧券１枚付き
 

30[日]
 チャリティふれあいまつり 銀河の間 9:30 無料 カラオケハウスキューピット　0721-23-0130

  合唱練習 小ホール 10:00 無料（見学希望者要問合せ） すばる第九を歌う会　畑中茂　0721-24-8196

1・4～6・8・11～15・18～20・22・25～29
4・6・11・13・18・20・25・27
4・5・7・11・12・14・18・19・21・25・26・28

9:45
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

4～7・11～14・18～21・25～28
9:20ジャザサイズ

レッスン
会員（随時体験

受付しています）

一般2,500円
高校生以下1,000円

ペア券4,500円

※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。10:30

 
5[金]～8[月祝] 第68回富田林市民文化祭　市民美術工芸展 展示室・小ホール  無料 すばるホール

 7[日] 第68回富田林市民文化祭　三絃・筝・尺八　演奏会 ホール 13:00 無料 すばるホール
 8[月祝] 第68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
 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
 13[土] 合唱練習 小ホール 10:00 無料（見学希望者要問合せ） すばる第九を歌う会　畑中茂　0721-24-8196
 

14[日] 
第68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

  第18回　アンサンブル・オレンジ　コンサート リハーサル室 13:30 無料 松波正大　090-3485-9037
 

16[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

  富田林社協　ボランティア日舞グループ　秋期発表会 小ホール 13:30 無料 ボランティア日舞グループ　服部健司　090-4904-2969
 17[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
 20[土] ハロウィンパーティー 小ホール 14:00 700円 ECCジュニア　辻野美佳　0721-26-1421
 27[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

 27[土]～28[日] 第68回富田林市民文化祭　茶華道大会 展示室  ※無料 

 28[日] THE BEST CONCERTOS 2018 ホール 15:00  すばるホール

 31[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

2～4・6・9～13・16～20・23・25～27・30・31
2・4・9・11・18・23・25・30
2・3・5・9・10・12・16・17・19・23・24・26・30・31 

9:45
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

2・5・10～12・17～19・23・25・26
9:20ジャザサイズ

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
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。10:30

受付開始12:00
出句締切13:00

10:00～17:00
最終日は16:00まで

一般3,500円
高校生以下1,500円

ペア券6,500円

10:00～16:00
※お茶会は15:00迄

すばるホール
※お茶会には茶券代400円、生け花体験コーナーには300円が必要です。 
※生け花体験コーナーは27日のみ実施。先着20名。

  第22回くれよんピアノ音楽教室　発表会 小ホール 10:00～15:00 無料 くれよんピアノ音楽教室　稲田和恵　090-7111-8089
 3[土祝] 第68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
  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
 4[日] すばる交響楽団　第２７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[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[木] 第38回　wakuwaku手作りマーケット 展示室 10:00～13:00 無料（販売有） ゆであずき　090-5652-7007
 10[土] 第6回テンダァハートカーニバル 銀河の間 10:00 無料（要問合せ） テンダァハート　岸下　0721-28-9061

2018.

9 10
September &
October

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

9.8土 ２Ｆ小ホール
無料

10：00

主催・お問合せ連絡先： ＮＰＯ法人  高齢者大学  シニア富田林くすのき塾
　　　　　　　　　　　理事長 加藤一敏  TEL０７２１－２９－７００１

第一部　講座成果発表
第二部　アトラクション
　　　　劇団ピンコロ座「いつでもバクを…」

第68回富田林市民文化祭第68回富田林市民文化祭

コーラス・フェスティバル 9月9日（日） 2Fホール 13時開演（12時30分開場） 

市民川柳大会 9月15日（土） 2F小ホール 受付開始 12時 出句締切 13時 

市民美術工芸展
 10月5日（金）～ 2F小ホール（工芸部門） 

10時～17時 ※最終日は16時迄
 　10月8日（月祝）  3F展示室（美術部門）  

三絃・筝・尺八定期演奏会 10月7日（日） 2Fホール 13時開演（12時30分開場）

市民吟詠大会 10月8日（月祝）
 富田林市民会館 

10時開演（9時30分開場） 
  中ホール他 
謡曲大会 10月14日（日） 2F小ホール 10時開演（9時30分開場） 

茶華道大会
 10月27日（土）～ 

3F展示室 10時～16時 ※お茶会は15時迄。
 　　　28日（日）
 
市民舞踊会 11月3日（土祝） 2Fホール 11時開演（10時30分開場） 

 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、公益財団法人富田林市文化振興事業団

大会名 日　程 会　場 開演時間（開場時間）

入場無料
皆様のご来場・ご鑑賞を各大会の出演者一同、心よりお待ち申し上げております。 皆様のご来場・ご鑑賞を各大会の出演者一同、心よりお待ち申し上げております。 

（お茶会には茶券代400円、生け花体験コーナーには300円が必要です。） （生け花体験コーナーは27日のみ実施。先着20名。）



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）

２F小ホール（全席自由）
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

※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

Lコード ： 52409 他に開催館窓口にて販売しています。

お得♪

1,500円  【定員】30名

２F小ホール（全席自由）
13：309.1土

※ミニコンサートのみの参加も可（お一人500円、15:15開演）
※本紙発行時点で定員に達している場合があります。あらかじめご了承ください。

【ピアノ解体セミナー】講師／高橋弘太（ピアノ調律師）

※2017年の公演より

※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。

2Ｆホール（全席指定）
19：30

２Ｆホール（全席自由）
14：00

9.20木

12.9日
3,500円（当日５００円増）

1,000円（当日2００円増）

（４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。）

Lコード ： 56832 Lコード ： 53317

ユッコ・ミラー（Sax）

出演：ユッコ・ミラーBAND　　全公演共通プログラム：「Summer Time」
主催：南河内文化会館ネットワーク委員会

Check!

劇団カッパ座創立50周年記念富田林公演 『ふたりの王子』
Check!

角渉トリオ JAZZ LIVE 2018 『ＨＩＳＴＯＲＩＡ』
Check!

私の街でクラシックVol.23

『Ａｄａｍ（アダム）のサックスパーティー♪』

Check! Check! Check!（第68回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会）
高校演劇コンクール

人気・実力を兼ね備えた若手、中堅、ベテランが
一同に会す夜 ネタ、ネタ、ネタのオンパレード！

よしもとお笑いライブｉｎ富田林2018秋 すばる第九シンフォニー２０１８

Check!

すばるキッズ講座（THE BEST CONCERTOS 2018 プレ公演）

ピアノ解体セミナー＆今野尚美ミニ・コンサート Check!

南河内JAZZフェスティバル2018  Schedule
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）

河内長野STAGE（ラブリーホール　小ホール）

FREE FLIGHT BRASS BAND

富田林STAGE（すばるホール2F小ホール）

ユッコ・ミラーBAND

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）

「ヒーリング フォレスト」
・ラベンダー
・スパイクナード
・オークモス

限定
80名

約40分

10.20土

9.1土

9.15土

9.29土

10.13土

すばるパソコン教室
講師／NPO法人きんきうぇぶ

２Fふれあいひろば
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）。 
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。
「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
○

○

―

―

木曜日
―

○

―

―

金曜日
○

○

○

○

開
催
日
時

会　場
受講料

申し込み
内　容

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。

ピアノにはどういった部品があって、
どのように組み立てられ、どうして
音が鳴るのでしょうか。そして、ピア
ノ調律師ってどんなお仕事なのでしょ
うか。調律師が魔法の楽器・ピアノ
の構造をわかりやすく解説します。そ
の後、解体して調律したピアノを今野
尚美さんが演奏するミニ・コンサートをお楽しみいただきます。
※主に小学校高学年を対象としていますが、お子様から大人までご参加いただけます。

地域の高校演劇部員たち約１００名が全力で舞台に挑む！

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！

9.13木

みんなおいでよ♪プラネタリウムで絵本を読もう！
プラネタリウムのドームスクリーンを使って、絵本を大きく映してみんなで読もう！
小さいお子様がたくさん参加してくれる催しです。歩きまわったり、泣いたりしてもみ
んなお互いさま♪いっしょに楽しい時間を過ごしましょう。

みんなおいでよ♪プラネタリウムで絵本を読もう！
プラネタリウムのドームスクリーンを使って、絵本を大きく映してみんなで読もう！
小さいお子様がたくさん参加してくれる催しです。歩きまわったり、泣いたりしてもみ
んなお互いさま♪いっしょに楽しい時間を過ごしましょう。

10:30～
10.11木

10:30～

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛

3Fプラネタリウム室
（開場は各開始時間の15分前）

参加
無料

限定
100名

Check!今年は創立５０周年記念公演、「ふたりの王子」を歌でつづるオペレッタ風に仕上げております。
ものがたりは、英国王子エドワードとロンドンで貧しい生活をしているトムが、興味本位で衣服を交換している

ところから始まります。トムは憧れの宮廷生活、エドワードは貧しい庶民の生活を。
エドワードとトムの入れ替った生活を通して、人は外見ではなく中身が一番大切
だということ、人を愛し、やさしい心を持つことの素晴らしさを感じていただけ
る作品です。

身近に気軽にクラシックを…というコンセプトに始まったシリーズコ
ンサート。
第２３回目となる今回は・・今最も勢いのあるサックス四重奏団Ａｄａ
ｍが、クラシックから映画音楽まで、古今東西の名曲をお届けします。
ワクワクする曲、ほろりとする曲、心が躍る１時間をお楽しみください。

南河内JAZZフェスティバルでは、スイング・モダン・ファンクなど演奏スタイルや編成の違うバラ
エティに富んだ6バンドが出演します。今回、各バンドのサウンドやアレンジの違いをじっくり味わ
って頂けるよう、各館共通曲を演奏します♪曲名はジョージ・ガーシュイン作曲、お馴染みの“サ
マータイム”。さて、あなたはどの“サマータイム”がお気に入りか、お楽しみください!!!

8月は5日に行われた「すばるキッズアートフェスティバル」の

1イベントとして「プラネdeえほん」を開催しました。いつもよ

りも多くの親子でにぎわい、なんと参加者は100人以上！手遊びやリズム遊びのコー

ナーも大盛り上がりでした。

キッズアートフェスティバルの特別企画として、親子で夜空をながめる「星空タイム」

を実施、映し出された星空に「わーっ」と皆さんの歓声があがりました。

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ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ！ ＬＩＶＥで新作オリジナルＣＤの発
売が決定！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、迫力あるＪＡＺＺ ＬＩＶＥをご期
待ください！！

受賞歴
≪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
　　　　　 ・ローランドアンサンブルフェスティバル２０１７
　　　　　　ファイナルにて【準グランプリ】
≪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
　　　　　 ・札幌シティジャズコンテスト
 ２０１８ファイナリスト

おとな（中学生以上） 2,500円（当日600円増）　こども（３歳～小学生） 1,500円（当日500円増）

一般  1,000円（当日２００円増）　ペア券 1,800円（前売のみ）

２Ｆホール（全席自由）
①１０：３０  ②１４：３０

２Ｆ小ホール（全席自由）
18：３０

2.3日

12.1土

※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
　必要な場合はこども料金が必要）

※曲目は変更になる場合がございます。

2019年

Lコード ： 57633代 Web

Lコード ： 57629代 Web

おとな 2,250円　こども 1,350円友

一般 900円　ペア券 1,620円友

南大阪カッパ友の会　070-5500-5509
阪南カッパ友の会　0721-24-6486
セブンイレブン（店内のマルチコピー機で） セブンコード 068-512

一般発売

10.2火
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般 １０００円　高校生以下 ５００円（当日各200円増）

２Ｆリハーサル室（全席自由）
１４：００12.8土

※未就学児の入場はご遠慮ください。

Lコード ： 57631代

一般 ９００円　高校生以下 ４５０円友
一般発売

9.12水
初日は電話予約のみ

友の会も同日

角渉（Ｐｆ） 中島拓人（Ｂａ） 藤木亨（Ｄｒ）

予定曲目：「サンタが街にやってくる」「情熱大陸」「ルパン三世のテーマ」
　　　　　オリジナル曲として、新アルバム「ＨＩＳＴＯＲＩＡ」より

出演　Adam アダム（サックス四重奏）、山下友教 （ソプラノ）、田口雄太 （アルト）
　　　野原シーサー朝宇 （テナー）、奥野祐樹 　（バリトン）

予定曲　L.アンダーソン／トランペット吹きの休日
　　　　E.モリコーネ／ニュー・シネマ・パラダイス・メドレー
　　　　P.ガイス／パッチワーク　　伊藤康英／琉球幻想曲
　　　　P.イトゥラルデ／ギリシャ組曲

【ミニコンサート演奏予定曲】
エルガー／愛の挨拶　ドビュッシー／月の光
ラフマニノフ／前奏曲集より 他

【１部】…………………………………
アメージング・グレイス（合唱付）、他
指　揮／和氣 奈津子
吹奏楽／シリウス・ウィンド・バンド
合　唱／すばる第九を歌う会

【２部】…………………………………
ベートーヴェン/交響曲第９番ニ短調
作品125（合唱付）
指　揮／上田 真紀郎
管弦楽／南大阪管弦楽団
ソプラノ／小山 敦子
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

すばるパソコン教室

こどもプログラミング講座こどもプログラミング講座こどもプログラミング講座
こども向けプログラミングツール“Scratch（スクラッチ）”を使用して、インタラクティ
ブアニメーションやゲーム制作を通じてプログラミングを学んでいきます。
毎週水曜日、３日間を１コースとして実施いたします。

時　間：17：00～18：30
場　所：２Ｆふれあいひろば
対　象：小学生（中学生は要相談）
定　員：１０名（先着順、６名以上で実施）
受講料：6,6００円（3日分）すばる友の会会員は６００円割引（会員家族１名のみ適用）
　　　　受講日各初日にお支払いください。
持ち物：筆記用具
講　師：きんきうぇぶ
申し込み方法：お電話で予約（先着順）、定員になり次第締め切ります。
申し込み先：きんきうぇぶ　電話０７２１－２９－００１9（土日祝を除く）
受付開始日（土日休み）：9月分：受付中／ 10月分：9月６日AM9:30 ～

9月の日程

10月の日程

水曜日（9/12・9/19・9/26）
水曜日（10/17・10/24・10/31）
※３日間で１コースとなります。

【劇団カッパ座とは】
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！

※スリッパにお履き替えいただきます

「北の桜守」

“北の三部作”最終章を飾る一大巨編。
多くの名作が生まれた北海道の雄大な風景の中で、
今回描かれるのは大戦末期から高度経済成長期とい
う激動の時代を生き抜いたある“親子の物語”。

一般発売

8.28火
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

9.12水
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

10.6土
初日は電話予約のみ

友の会も同日

すばる映画祭 ～ Film Collection ～

監督／滝田洋二郎
脚本／那須真知子　上映時間／2時間06分
出演／吉永小百合、堺 雅人、篠原涼子、
　　　阿部 寛、佐藤浩市ほか

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

10.17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 ： 57052代 Check!

© 2018「北の桜守」製作委員会

プラネ deえほん
すばるキッズアートフェスティバルレポートレポート

日 程　10月7日（日）、8日（月祝）
時 間　12:00～12:45
募 集　1日あたり4名まで
申し込み方法　9月4日（火）10時～受付開始（電話予約可）
料 金　体験会参加は無料ですが、11時の
　　　 番組をご観覧ください。
　　　　（おとな500円、こども250円）

プラネタリウムの操作を体験しよう！ プラネタリウム字幕投映のお知らせ
ふだん触れる機会がない「プラネタリウム」、その仕
組みを学んでみませんか？
プラネタリウムの仕組みとデジタルプラネタリウムの
操作、星座解説を体験していただきます。

プラネタリウムでは珍しい字幕付きの番組投映を行
います。星空の解説はプラネタリウムスタッフの手
作りです。大型映像番組にも字幕をつけて投映し
ますので、これまでプラネタリウムを観たことがな
い方も是非ご覧になってください。

（当日の 11 時・13 時・14 時 30 分・16 時の番
組が字幕付きとなります）
また、団体投映の字幕付きでのリクエストもしてい
ただけますので、詳しくはお問い合せください。

（一部番組を除く）

Web

since 2009 10.7日 11.4日日 程

11.10土 ～11日
入場無料２Fホール

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。

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
福泉高校

【参加予定校】

チケットよしもと ℡0570-550-100【Ｙコード：506167】
チケットぴあ　　 ℡0570-02-9999【Ｐコード：488-988】

出演：千鳥、矢野・兵動、モンスターエンジン、藤崎マーケット他

～自分が色付けした絵が草原を駆け回ります、また大きな何かの登場にビックリ！～
ダイナソー紙

～自分が色付けした絵が草原を駆け回ります、また大きな何かの登場にビックリ！～
ダイナソー紙

恐竜たちが卵から“ポコッ”と生まれて草原を駆け回り
ます。小さな恐竜たちがのんびりしたり、ほえあったり、
時々大きなティラノザウルスが登場したりします。

対　　象 小学生以下
日　　程 ９月１５日（土） １６日（日） １７日（月祝） ２２日（土）
 ２３日（日） ２４日（月祝） 29日（土） 30日（日）
時　　間 ①10時～ ②12時～ ③13時30分～ ④15時～
　　　　　時間30名様限定です。
 まず塗り絵をしてもらい、その後絵を映し出し  
 ます。（約40分）

会　　場 3Ｆ展示室
料　　金 お一人300円（専用用紙1枚とプラネタリウ
 ムのこども観覧券が1枚付きます）
申込方法 当日３階展示室前にて各回先着３０名様を
 受付します。

※都合により出演者が変更になる場合がございます。

※年齢制限はありませんが、
　４歳以上有料です。

主催：吉本興業株式会社
協力：公益財団法人富田林市文化振興事業団

お問い合わせ
すばる第九を歌う会 畑中
0721-24-8196

900円友

Check!

山下 友教山下 友教 田口 雄太田口 雄太

野原シーサー朝宇野原シーサー朝宇 奥野 祐樹奥野 祐樹

星空タイム（イメージ）

Web

限定
200名

限定
80名

プラネタリウム

平日月曜日（休館日のため）
10月16日～19日（設備保守点検のため）

投　映
休止日

ポケットモンスター
サン＆ムーン プラネタリウム

プラネタリウム

”史上最強の恐竜”と呼ばれるティラノサウルス。
謎に包まれていた真の姿が、世界各地で相次ぐ化石の新発見
と、最先端の科学解析技術から明らかになってきた。
生物の常識を覆す、驚異的な身体能力。頭脳的な狩りを可能に
する、著しく発達した大脳。さらに、祖先は小さくひ弱だったこ
とも判明した。
ティラノサウルスはどのように進化したのか。一億年に及ぶ壮
大な進化の秘密を読み解いていく。

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   にっしょく 

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

星空生解説付き約45分

約40分

©KAGAYA

ティラノサウルス  最強恐竜 進化の謎
大型映像

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40分

見上げよう！未来の星空

企       画　大阪市立科学館　公益財団法人大阪科学振興協会
制作・配給　㈱五藤光学研究所

プラネタリウム

（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

©NHK
※星空解説はありません

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360°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。

約40分

宮沢賢治 銀河鉄道の夜大型映像

※星空解説はありません 9月4日（火）～11月4日（日）

ポケモン
ティラノサウルス
ポケモン

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

日曜・祝日土曜日
プ

プ

プ

大

大未来の星空 銀河鉄道の夜

時間
15:00

水・金火・木
プ未来の星空 大 銀河鉄道の夜

※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。

※9月2日までのプログラムは前号またはHPを
ご覧ください。

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


