
２Ｆ小ホール（全席自由）

1,500円（当日200円増）

14：00

２Ｆホール（全席指定）
16：00

1,350円友

1.12土2019年

3.23土
2019年

Lコード ： 52171

Lコード ： 51360

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

Web

3,500円（当日500円増）

3,200円友

限定
200名

梅沢富美男劇団公演
富田林特別公演 2019

一般発売に先駆けて富田林市民を対象とした先行予約を実施します
富田林市民先行予約をおこないます

予約方法：チケット専用ダイヤル（TEL 0721－26－2060）で受付します。

引取方法 ： 11月14日（水）14：00～20日（火）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。（19日（月）の休館日は除きます）。
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取り
　　　　　いただけません。

※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。

11月14日（水）
10：00～17：00迄

市民先行受付日

各回限定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。

1回目 13：00開演  2回目 16：30開演

6,500円（当日共） 6,000円友

1.26土2019年

一般発売

11.21水
初日は電話予約のみ

友の会予約

11.7水
（10：00～）

一般発売

12.19水
初日は電話予約のみ

友の会予約

12.12水
初日は電話予約のみ

こんなにも人生は、豊かで愛おしい―。
名優・山﨑努と樹木希林、円熟の夫婦役に日本中が
笑いと涙に包まれる。昭和49年の東京。
30年間自宅のちっちゃな庭を探検し、草花や生きも
のたちを飽きもせずに観察し、時に絵に描く画家モ
リ（94歳）と、その妻秀子（76歳）。慈しんできた大切
な庭を守るため、モリと秀子が選択したこととは―。

脚本：監督／沖田修一
上 映 時 間／1時間39分
出　　　演／山﨑努、樹木希林
　　　　　　加瀬亮、三上博史ほか

「モリのいる場所」 Check!

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

12.14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

※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。

Lコード ： 54276代 Web

すばる映画祭 ～ Film Collection ～

© 2017「モリのいる場所」製作委員会

【星空シアター】プラネタリウムが満天の星煌めくコンサート会場に・・・

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

3Fプラネタリウム室（全席自由）
15：00

一般 1,800円　高校生以下    900円友

一般 2,500円（当日500円増）　ペア券4,500円（前売のみ）

一般 2,300円　ペア券4,000円友

Lコード ： 52219

Lコード ： 53363

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。
2.2土2019年

3.24日
2019年

限定
170名

限定
170名

代 Web

代 Web

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

Check!

Check!

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。

Check!

Check!

～星が瞬き音が躍る～

1.20日2019年 ３Ｆプラネタリウム室（全席自由）
15：00

一般 2,000円　高校生以下 1,000円（当日各300円増）　親子ペア2,700円（前売のみ）

一般 1,800円　高校生以下  900円　親子ペア2,430円友

Lコード ： 55865代 Web

Check!

一般発売

11.2金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

11.16金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

限定
170名

※3歳以上のお子さまからご入場頂けます。 ※親子ペアチケットは、一般と高校生以下各1枚の組み合わせ。

青春ポップスコンサート
オ ー ケ ストラ で 歌 う

代 WebC

今でも口ずさめる大ヒット曲を多く持つ３人のジョイントコンサート。
３人一緒に歌うコーナーもあり、楽しいおしゃべりも聞き逃せません。

太 田 裕 美
木綿のハンカチーフ
さらばシベリア鉄道

雨だれ

庄 野 真 代
飛んでイスタンブール
モンテカルロで乾杯

アデュー

渡 辺 真知子

Ｎ響団友オーケストラＮ響団友オーケストラ

かもめが翔んだ日
迷い道
ブルー

Check!

２Ｆホール（全席指定）

Lコード ： 54284代 Web
※未就学児の入場はご遠慮ください。

和太鼓×マリンバ
GONNA「ガナ」
和太鼓×マリンバ
GONNA「ガナ」

2003年、名古屋で結成。ワールドミュージックとしての和太鼓を追求して、マリンバと
のアンサンブルという独特のスタイルに至る。
煌めく星々の中響き渡る、和太鼓とマリンバの音色をお楽しみ下さい。

2003年、名古屋で結成。ワールドミュージックとしての和太鼓を追求して、マリンバと
のアンサンブルという独特のスタイルに至る。
煌めく星々の中響き渡る、和太鼓とマリンバの音色をお楽しみ下さい。

一般発売

11.9金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

シベリアン
ニュースペーパー

コンサート

C

（1通話4枚まで）

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

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

11月 休館日

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

□第66回らぶりい寄席 精鋭！ 東西落語会
●2019年2月9日（土）  ●14：00（13：30開場） ●小ホール・全席自由
●前売2,500円（当日500円増）
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
●出演：笑福亭仁智（上方落語）、林家三平（江戸落語）、笑福亭たま（上方落語）、
桂雀太（上方落語）、桂宮治（江戸落語）、なにわの会（お囃子）

□親子で楽しむ 0歳からのクラシックコンサート
●11月23日（金・祝）  ●14：00開演（13：30開場）  ●1階 ホールM・自由席
●おとな前売自由席  1,200円　こども前売自由席 500円
ペアチケット（おとな・こども） 1,500円（当日各300円増） ※こども（中学生以下）
●出演：大阪交響楽団メンバーによる弦楽四重奏+ピアノ
吉岡克典（ヴァイオリン）、井上慈（ヴァイオリン）、坂口雅秀（ヴィオラ）、
大谷雄一（チェロ）、吉岡麻梨（ピアノ）、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、シープスジュニア合唱団
□オルガンと一緒にLICクリスマス ファミリーコンサート

「クララと一緒にゆめの国おんがく旅行」
●12月15日（土）　●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・指定席
●おとな前売  1,500円　こども前売 1,000円（当日各500円増）
●出演：土橋薫（オルガン）、畑田弘美（ソプラノ）、リピエノ 中村歌奈（オルガン）、
池田伊津美（オルガン）、芹沢紀子（オルガン・お話）、矢田部知子（打楽器）、
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。

□劇団四季ファミリーミュージカル「魔法をすてたマジョリン」
●12月22日（土）  ●15：00開演（14：30開場）  ●大ホール・全席指定
●一般S席 5,400円  A席 3,500円  小学生以下S席 4,200円
A席 3,000円（当日各500円増）　※2歳以下のお客様の入場不可。

□さやか寄席  桂文枝独演会
●2019年1月20日(日)　●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定
●一般 3,500円（当日500円増）　●出演：桂文枝 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

 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

12月
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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）

アイデア意見交換会

『すばる　茶話会』de
参加者募集！！

日　程　11月29日（木）15:30～16:30を予定
参加受付　11月25日（日）17:00までに、す

ばるホール2階受付カウンターに
備付けの申し込み書を記入し提出
してください。（電話受付も可）

2018.

11 12
November &
December

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

すばるホール芸術文化助成事業

各地区の祭り関係物展示・地車彫刻実演
本仁輪伽実演・曳唄公演他

第6回南河内地車博覧会
だんじり

だんぱく2018

12.2日
３Ｆ展示室　他
入場無料

10：00～19：00

主催・お問い合わせ：だんぱく実行委員会090-2353-4349
（お問合せは18：00～21：00でお願いします）

ポ
ケ

ッ
ト

モ
ン

ス
タ

ー
サ

ン
＆

ム
ー

ン
 プ

ラ
ネ

タ
リ

ウ
ム

絶
賛
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映

中！！

※12/28及び翌年1/4は17:30で閉館します。
※12/29～翌年1/3は年末年始休館です。

重　要
消費増税に伴う

料金の取扱いについて
　平成31年10月1日から予定されております消

費税の増税について、10％の税率が適用された

場合、平成31年10月1日以降ご利用分の、「舞台

増員費」「ピアノ調律料」「その他サービス」等に

ついては料金を改定させていただきます。

あらかじめご了承のうえ、ご予約くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。

文化をもっと盛り上げるこ
とを目指してフリーミーテ
ィングを開催します。
みんなで気軽にお茶をし
ながら、ご意見やアイデア
をお聞かせください。

参加費は無料です。

※

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
2019年 1月  January

  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

  プラネdeえほん ～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
 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

 10[土]・11[日]
 高校演劇コンクール（第68回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会） ホール 10日/10:00  11日/9:20 無料 すばるホール

  高校演劇コンクール（第68回大阪府高等学校演劇研究大会I地区大会） 小ホール 10日/9:30  11日/9:45 無料 高石高等学校　山本京子　072-265-1941
 14[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
  合唱通常練習 小ホール 10:00～12:00 無料（見学希望者要問合せ） すばる第九を歌う会　畑中　0721-24-8196
 17[土] 第9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189）
  オータムコンサート　清教学園による木管楽器とハンドベルの演奏 小ホール 15:00 無料 日本基督教団　富田林教会　0721-23-4820
 

18[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

  プティフィーユバレエスタジオ　33回発表会　バレコン＆シンデレラ　全幕 ホール 13:30 無料 花岡　090-8539-2912
 21[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
  ①合唱通常練習・指揮者練習  ①10:00～12:00
  ②管弦楽団との合同練習  ②13:30～14:30 無料（見学希望者要問合せ） すばる第九を歌う会　畑中　0721-24-8196
 

23[金祝]
 ③吹奏楽団との合同練習  ③15:00～16:00

  富田林市伝統文化日本舞踊親子教室発表会 銀河の間 13:30 無料 秀和会　水木歌秀都　090-5970-3099
  

国際社会福祉・文化交流事業　第22回心と心のふれあいコンサート ホール 18:00  国際社会福祉・文化交流事業促進会　0721-23-2076

 
 マイウェイコンサート「音楽の世界旅行」ジャズやボサノヴァで 小ホール 14:30  マイウェイ福祉の会後援会　050-7100-0389

 
24[土]

  すばるイブニングコンサート　伊達広輝　ピアノ・リサイタル レストラン 17:00 600円 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
 27[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

1・2・6～8・10・13～17・20～22・24・27～30  
1・6・8・9・13・15・20・22・27・29  
2・6・7・9・13・14・16・20・21・27・28・30  

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

1・2・6・7・9・13～16・20～22・27～30
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2,000円
小中高生1,000円

大人1,000円
小人、障がい者500円

①②小ホール
③リハーサル室

※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

  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　理事長　加藤一敏　0721-29-7001
 1[土] 

角渉トリオ JAZZ LIVE 2018「HISTORIA」 小ホール 18:30  すばるホール

  第6回南河内地車博覧会　だんぱく2018 展示室、他 10:00～19:00 無料 だんぱく実行委員会  090-2353-4349  ※お問合せは18:00～21:00でお願いします。
 2[日] 

2018富田林市聴覚障害者関係団体　クリスマス会 小ホール 11:00  聴覚障害者関係団体協議会　藤井　090-8233-3790

 5[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
  2018　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）
 8[土] 

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♪」 リハーサル室 14:00  すばるホール

 9[日] すばる第九シンフォニー2018 ホール 14:00 1,000円 すばる第九を歌う会　畑中　0721-24-8196
 

13[木]
 プラネdeえほん ～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

  小学校芸術鑑賞会「Osaka Shion Wind Orchestra吹奏楽コンサート」 ホール ①10:30  ②14:00 1,000円 すばるホール
 

14[金]
 

すばる映画祭「モリのいる場所」 ホール ①10:30  ②14:00  すばるホール

 15[土] 2018とんだばやしボランティアフェスタ　～あなたもチャレンジ～ 銀河の間 13:00 無料 富田林市社会福祉協議会　0721-25-8200
 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
 

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

  星空アロマ　～Starry Aroma～　「ピュア ベール」 プラネタリウム室 18:00 500円 すばるホール
 23[日] 第5回　SAKO BALLET STUDIO発表会 ホール 14:30 無料 SAKO BALLET STUDIO　左古美咲　080-2525-7812

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

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1,000円
ペア券1,800円

大人700円（中学生以上）
こども300円（3歳～小学生）

非会員800円

一般1,000円
高校生以下500円

一般1,000円
割引900円

 
5[土]

 富田林市少年少女合唱団　練習 リハーサル室 9:00 無料 富田林市少年少女合唱団　鷲見（すみ）　0721-21-3620
  すばるイブニングコンサート　芝野速大　ピアノ・リサイタル レストラン 17:00 600円 すばるホール
 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
 10[木] プラネdeえほん ～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

※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



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

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！

12.13木

限定
100名

限定
80名

みんなおいでよ♪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。

11.8木

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!

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Ａｄａｍ
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。

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。

指揮／井村 誠貴　司会・歌／大槻 温子
吹奏楽／オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
演奏曲／聖者の行進、交響詩「フィンランディア」、
クリスマス・フェスティバル、喜歌劇「軽騎兵」序曲  他
※曲目は変更になる場合がございます。

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（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

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

※スリッパにお履き替えいただきます

Web

1,000円（当日共）

２Fホール（２階席限定）（全席自由）
①10：30  ②14：0012.13木

※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

900円友

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
限定
80名

限定
100名

角渉トリオ JAZZ LIVE 2018 『ＨＩＳＴＯＲＩＡ』
Check!新作オリジナルアルバムを引っさげて待望のすばるホール公演決定！

公演当日に新作アルバムの先行発売・サイン会を行います！！

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
≪トリオ≫  ・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

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）
18：３０12.1土

※曲目は変更になる場合がございます。

Lコード ： 57629代 Web

一般 900円　ペア券 1,620円友

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 他

限定
200名

※2017年の公演より

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
地域の高校演劇部員たち約１００名が全力で舞台に挑む！

11月10日（土）

　　    時　　間　　　　　　　 上演校　  　　　　　　　題　　名

　  9：45　開場

　10：00　開会式・審査員紹介

①10：15～11：15 金剛高校 「Secret 」(作：岡田 友里)

②11：35～12：35 柏原東高校 「再演～鈴の音に導かれて～」

  (作：西浦 花保／補作：西田 理花)

 休憩

③13：45～14：45  狭山高校 「大野ブドウ～集まってみんなで何かをや 

  り遂げる。素敵だと思いませんか？～」

  (作：中谷 智喜・平塚 一輝)

④15：05～16：05 香里ヌヴェール高校 「最後のメリー」(作：谷口 茉侑)

⑤16：25～17：25 東海大仰星大阪高校 「アイとユウキとマツリの夜」

  (作：阪本 龍夫)

11月11日(日)

　　    時　　間　　　　　　　 上演校　  　　　　　　　題　　名

　9：00　開場

⑥9：20～10：20 精華高校 「屋根裏部屋の子どもたち」

  (作：オノマリコ)

⑦10：40～11：40 関西福祉科学大学高校　「段ボールの上でプリントを書くと

  穴が空く（コン劇版）」(作：金井 達)

⑧12：00～13：00 東百舌鳥高校 「また明日、この公演で」

  （作：木寺 萌夏）

休憩

⑨14：05～15：05 清教学園高校 「一歩ずつ」(作：長谷川 実紀)

⑩15：25～16：25 河南高校 「帰宅部狂騒曲（ラプソディー）（作：マリー）」

11.10土 ～11日 入場無料
２Fホール（全席自由）

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）

Ｉ地区大会も同時開催！

２Ｆホール（全席自由）
14：0012.9日 Lコード ： 53317

Check!

Check! Check!

すばる第九シンフォニー２０１８

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」

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』

※年齢制限はありませんが、４歳以上有料です。 お問い合わせ　すばる第九を歌う会 畑中　0721-24-8196

900円友

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）

600円（当日200円増） ※１ドリンクつき

２Ｆホール（全席自由）
①１０：３０  ②１４：３０

１Fレストラン（全席自由）17：00（開場は 45 分前）

2.3日

※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）

※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）

2019年

Lコード ： 57633代 Web

代 Web500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

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。

【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！

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）

「ピュア ベール」
・ブラックスプルース
・ブラックペッパー
・パチュリ

限定
80名

約40分

12.22土
Check!

since 2009

すばるクリスマスツリー
コレクション2018
参加者（団体）募集！

すばるクリスマスツリー
コレクション2018
参加者（団体）募集！
今年も開催！ツリコレ2018！
飾りを付けて、自分たちだけのツリーを作っちゃおう！
ツリーはすばるホール２階ロビー等で11月22日（木）
から12月25日（火）まで展示します。

今年も開催！ツリコレ2018！
飾りを付けて、自分たちだけのツリーを作っちゃおう！
ツリーはすばるホール２階ロビー等で11月22日（木）
から12月25日（火）まで展示します。

募　集　12団体（申込み先着順）
参加費　無料
※ツリー本体はすばるホールでご用意します。
　装飾は各自でご用意ください。

申込み　応募用紙に必要事項を記入し、すばるホールまで
　　　  Ｅメール（oubo@tondabayashi-culture.org）、
　　　  Faxでの応募も可能(受付期間11/11まで)
※応募用紙はホームページ〔http://subaruhall.org/〕からダウンロードもできます。

すばるオリジナル

ミュージカルミュージカル

出演者募集

すばるイブニングコンサート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

◆ムソルグスキー／組曲「展覧会の絵」　ほか
［演奏予定曲］

11.24土
伊  達  広  輝

（東京藝術大学１年）

第２回ソナタコンクール
ソナタ全楽章部門金賞

一般発売

11.2金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

◆ショパン／ピアノ・ソナタ第３番　ロ短調　ｐ.58　ほか
［演奏予定曲］

2019年 1.5土

2019年 2.9土
芝  野  速  大
（京都市立芸術大学３年）

第11回八潮市新人
オーディション最優秀賞

大  野　謙
（東京藝術大学１年）

2018年ピティナピアノコンペティションG級ベスト賞

2019年 2.23土

柏  木  千  裕
（大阪府立夕陽丘高等学校２年）

2018年ピティナピアノコンペティションＦ級銀賞

2019年 3.16土

森  本  隼  太
（中学校２年）

2018年ピティナピアノコンペティションＧ級金賞

1,000円（当日2００円増）

代 Web

プラネタリウムカラーリング since2017

日本初...？ 世界初！！

昨冬から、各季節や様々なイベントに合
わせて、プラネタリウム本体のカバー部
分をカラーリングしています。
◀賀正Ver

プラネタリウムの本体を着せかえしち
ゃうのは、なんと世界初！！（いえいえ宇
宙初！？）
投映終了後には、是非記念撮影をして
みて下さいね。

スイカVer▶

現在はハロウィンをイメージした色にカラ
ーリングして、皆さんをお待ちしています。
ハロウィンカラーは11/16(金)まで。
11/22(木)～12/27(木)までクリスマスカ
ラーを予定！

公演
レポート
公演
レポート
公演
レポート
公演
レポート

― 演劇事業を全国に発信！ ―
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。
　　　笑酔亭梅寿謎解噺～立ち切れ線香の章」
9月22日（土）14:00　会場／小ホール

　すばるホールを皮切りに全国7か所で公演を行う企画「公共ホ

ール演劇ネットワーク事業」が始まりました。

公演は「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」という何ともなが～いタイトル。

　この作品、実は演劇人でもある 桂 九雀 師匠の発案で2012年

に初演された舞台です。原作は作家の田中啓文さん。脚本、演出は

関西演劇界の雄、南河内万歳一座の内藤裕敬さん（大阪芸術大学

教授）。今回、全国展開するため再度、作品を磨き上げ、内藤さんや

桂九雀さんが各地でワークショップを開催し、地域の人とふれあ

いの場も設けています。

　公演に先立って行われた長野県上田市でのワークショップでは

“桂 九雀 師匠”が参加者に落語を指南。すばるホールのワークシ

ョップでは“内藤教授”が演劇について参加者とディスカッション。

秋田県能代市では演劇部の高校生たちに演じるコツと楽しさを

体験してもらいました。

―　舞台は1部の演劇と2部の落語の2部構成。―

すばるホールでの“熱演”では2部の“落語”に富田林市在住の落

語家　桂 文之助師匠が“粋”な演出で飛び入りし、一席披露！ 突然の

桂 文之助師匠の登場に、満員の客席から驚きの声が上がりました。

　9月30日（日）秋田県能代市文化会館では、演劇公演と落語に

加え、いろいろな落語家さんの出囃子を九雀師匠の解説付きでお

楽しみいただくなど、落語と演劇の融合の舞台ならではの工夫を

凝らした構成で、落語ファン、演劇ファン、どちらの方にも楽しんで

いただける内容となりました。

公演スケジュール・・・

平成30年   9月22日（土） 富田林市すばるホール

   9月30日（日） 秋田県 能代市文化会館

 10月13日（土） 長野県上田市　サントミューゼ

  （上田市交流文化芸術センター）

 10月21日（日） 高知市文化プラザかるぽーと

平成31年   2月10日（日） 兵庫県　豊岡市民プラザ

   2月16日（土） 神奈川県 茅ケ崎市民文化会館　

   2月24日（日） 大阪府能勢町　淨るりシアター　

ちなみに、この企画「すばるホール」が全国7つの公共ホールの“代表

館”として制作を担い、各館と協力して全国へ“発信”しています。

“全国を旅する公演”　2月に豊岡、茅ヶ崎、能勢と3箇所で上演されま

す。 「見逃した！」という、そこのあなたっ！　舞台を観るために“旅をし

てみる”のも楽しいかもしれませんよ！

公演のようす

長野県上田市でのワークショップ

すばるホールでのワークショップ 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

能代市文化会館でのワークショップ

一般発売

11.9金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

　ピティナ富田林すばるステーションでは、
活動の一環として地域におけるピアノ指導者
の交流を目的とした集いを開催します。日頃
のレッスンの悩みや、指導方法、教材などに
ついて楽しく話しませんか。ピアノ指導者であ
ればどなたでもご参加いただけます。“ピアノ”
を介したお友達作り、ネットワーク作りにい
かがですか。どうぞお気軽にご参加ください。

無料（当日、直接会場までお越しください）

３階清光の間10：00 ～12：00

11.29木

ピティナ富田林すばるステーションからのお知らせ

「地元でしゃべろう」指導者交流会を開催します

主催：ピティナ富田林すばるステーション・公益財団法人富田林市文化振興事業団

ピティナ富田林
すばるステーションの皆さん

©飯島 隆

プラネタリウムの星空のもと、日頃の疲れを癒
しましょう…
勤労感謝の日に各地のプラネタリウム館で開
催され、話題になっている「プラ寝たリウム」を、
すばるホールで初開催！
My枕や、パジャマ、寝袋の持込みもOKです。星
空と音楽でのんびりした時間を過ごしましょう。

おとな  500円　こども  250円

18:00～19:00（開場は15分前）

11.23金㊗

プラネタリウム特別投映

『熟睡プラ寝たリウム』

※こどもは 4 歳以上、中学生以下
※当日プラネタリウム室前の券売機でお買い求めください。

協力／日本プラ寝たリウム学会

授業をプラネタリウムでしてみませんか？
すばるホールではプラネタリウムを小中高での

“授業”に活用していただく試みを実施します。

ドーム径20Ｍ　定員200名　
光学式投映機　五藤光学社製　ＧＳＳ-Ⅱ
デジタル式投映機　ステラドームプロ

お 申 込 み 利用希望の１か月前から受付（まずはご相談ください）
利 用 時 間 １団体 60 分程度　月曜を除く平日の 9 時～ 18 時
 ※団体投映、一般投映の予定されている時間は除きます。

ご利用条件　先生が授業として生徒に理科、天文、数学等を教える場
 としてご利用ください。（教科に制限はありません。）
 利用中はオペレータが１名付きます。
料　　　金 無料（但しプラネタリウム番組を鑑賞する場合は有料。）
※試行期間中（平成 31 年 3 月まで延長）につきご利用条件を変更する場合があります。
詳細は担当者と打合せのうえ決定します。
※授業の様子をカメラ等で記録し、広報等に使用させていただく場合があります。

教室がプラネタリウム！

募 集 人 数　約３０名
募 集 対 象　富田林市在住、在学の小学３年生から高校２年生まで（申込時点）
　　　　　　舞台経験は問いません。演技・歌・ダンスが好きで練習を優先して参加できる方
応 募 方 法　すばるホール備え付けの応募用紙に記入して、
　　　　　　すばるホール２F受付カウンターまで（郵送可）
　　　　　　（応募用紙はホームページからダウンロードしていただけます。）
参　加　費　基礎練習は参加無料。
　　　　　　オーディション合格後、本公演の際は、
　　　　　　参加費２０，０００円が必要です。
締　切　日　１１月２３日（金祝） ※郵送は必着
・基礎練習

11月24日（土）／12月28日（金）／1月20日（日）・27日（日）
2月17日（日）・23日（土）／3月23日（土）・30日（土）
※練習時間は10:00～16:00もしくは13:00～17:00（途中休憩あり）

オーディション　平成31年4月7日（日）
※本公演のための練習は４月１４日（日）より毎週土日を中心に行ないます。（約35回）
公　演　日　平成３１年８月１１日（日）2Ｆホール

オリジナルストーリーで贈る市民ミュージカルに出演してみませんか？

１部 ２部

指 揮
和氣奈津子

指 揮
上田真紀郎吹奏楽／シリウス・ウインド・バンド

合　唱／すばる第九を歌う会

管弦楽／南大阪管弦楽団　合唱／すばる第九を歌う会

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

● 東京オリンピック・マーチ
● アメージング・グレイス（合唱付）
● ジャパニーズ・グラフィティⅫ
　 ～銀河鉄道999～宇宙戦艦ヤマト
● 大地讃頌（合唱付）

【予定曲】

● ベートーヴェン  交響曲第９番ニ短調  作品125（合唱付）

【予定曲】

Sumi Wataru

角渉ミニソロライブ開催決定！
①11月17日（土）17:00～　②11月23日（金祝）18:00～　エコール・ロゼ　1Fアトリウムひろば　入場無料

例年、他の文化会館で行われていたＩ地区大会が、今年はＨ地区大会と
同日小ホールにて開催！
　若さ溢れる芝居の数々を是非ご観覧ください。
※各上演時間はすばるホールＨＰに記載しております。

Check!Since 1999

Web代

代

3Fプラネタリウム室（全席自由）10：30

プラネタリウム

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
見上げよう！
未来の星空

プラネタリウム

12月21日（金）まで

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

12月22日（土）～平成31年1月6日（日）冬休みプログラム

たいようくんとおつきちゃん
ポケモン

ティラノサウルス
ポケモン

時間
10:00

11:00

13:00

14:30

16:00

日曜・祝日土曜日

プ 大未来の星空 銀河鉄道の夜

ポケモン
ティラノサウルス 

ポケモン

時間
11:00

13:00

14:30

平日（火～金）
プ

プ

大 プ

プ

プ

大

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。

10万年後、星空の様子は今
とは大きく違います。見慣れ
た星座も姿を変えてしまう、
そんな未来の星空を見上げ
ましょう。

ゼンリョクで見逃すな！太陽

と月が奏でる“奇跡の瞬間”

ティラノサウルス
最強恐竜 進化の謎

大型映像

©NHK ©KAGAYA

さあ、ほしめぐりの旅にでか
けよう。

星を愛した宮沢賢治の傑
作「銀河鉄道の夜」を迫力
映像でお楽しみください。

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

※土曜日が祝日の場合は、祝日プログラム

約40分※星空解説はありません

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

星空生解説付き約40分 星空生解説付き約45分

　　　　　　　　　　　　　　　　　 み    のが                        たい   よう

         つき           かな                         き    せき           しゅんかん

すばるホールのプラネタリウムでは、字幕付の投映を行っています。  次回の字幕付投映は、11月4日（日）です。プラネタリウム字幕付投映

平日月曜日（休館日のため）
12/29～2019年1/3（年末年始休館のため）
2019年1/20、2/2、3/24（星空シアターのため）

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円観覧料

※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。

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


