
第一部：「人情時代劇」
第二部：「梅沢富美男オンステージ」
第三部：「華の舞踊絵巻」

春風亭昇太・林家たい平 二人会
すばる寄席

青春ポップスコンサート
オ ー ケ ストラ で 歌 う

２Ｆホール（全席指定）
16：00

3.23土

Lコード ： 51360

3,500円（当日500円増）

3,200円友

※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。

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!

富田林等別公演 2019梅沢富美男劇団2019
富田林特別公演
梅沢富美男が魅せる！
芝居、歌、舞踊の
豪華３本立て

Check!

1回目 13：00開演（1F残席わずか）

2回目 16：30開演

6,500円（当日共）

6,000円友

1.26土

２Ｆホール（全席指定）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

Lコード ： 54284

13：00

16：30

代 WebC

代 WebC

一般発売に先駆けて富田林市民を対象とした
先行予約を実施いたします。

（お一人様４枚までお求めいただけます）

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

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。

富田林市民先行予約をおこないます富田林市民先行予約をおこないます
1月16日（水）

10：00～17：00迄

市民先行受付日

昨年大好評いただいた落語会を今年も開催します。
テレビ番組「笑点」で大活躍、多芸多才なお二人の落語をお楽しみください。

Check!

２Ｆホール（全席指定）
14：004.29月㊗

Lコード ： 51936

3,500円（当日500円増） 3,200円友

※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般発売

1.23水
初日は電話予約のみ

友の会予約

1.9水
初日は電話予約のみ

代 WebC

プラネタリウム新番組

with コズミックフロント☆NEXT
太陽系のお友だちの段

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
1月12日（土）スタート！

©尼子騒兵衛/NHK・NEP　 NASA/JHUAPL/SwRI

詳しくは中面を
ご覧ください

引取方法 ： 1月16日（水）14：00～22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。（21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・住所の記載がされたもの）
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。

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 31

1月 休館日

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

□河内長野ラブリーホール合唱団演奏会
J.S.バッハ「ロ短調ミサ曲」＜原語上演・字幕付＞
●2月24日（日）  ●14：00（13：30開場） ●大ホール・全席指定席
●一般 4,000円　学生 1,500円
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

□市制施行60周年記念式典　前夜祭
☆パイプオルガン＆ダンス☆コンサート「Habikino 60 Fantasy」
●1月11日（金）  ●18：00開演（17：30開場）  ●1階 ホールM・指定席
●前売り  1,500円（当日500円増）  ●出演：土橋薫（オルガン）、冨田
一樹（オルガン）、HIRO DANCE COMPANY（ダンス）
※未就学児入場不可

□第60回りっくぷち寄席　新春！爆笑寄席
●1月20日（日）　●14：00開演（13：30開場）　●1階 ホールM・指定席
●前売  1,000円（当日200円増）　●林家うさぎ、桂南天、林家染左、
林家染吉  ※未就学児入場不可

□さやか寄席  春風亭一之輔独演会
●3月3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/春風亭一之輔
※未就学児童の入場不可。　※前売り券完売の場合、当日券はありません。

□大衆演劇  劇団昴星  大阪狭山公演【座長：大和みずほ】
●3月14日(木)　●13：00開演（12：30開場）/17：30開演（17：00開場）
●小ホール・全席指定　●一般 2,000円（当日500円増）
●出演：劇団昴星
※未就学児童の入場不可。　※前売り券完売の場合、当日券はありません。

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
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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）

2019.

1 2
January &
February

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

※1/4は17:30で閉館します。

会場：４Ｆ銀河の間

富田林税務署の申告書作成会場は

『すばるホール』です。

開設期間：平成31年2月18日（月）から3月15日（金）
（土・日を除く。ただし平成31年2月24日（日）及び3月3日（日）は開設します。）

受付時間：午前9時から午後4時まで
混雑状況によって、受付を早めに終了する場合があります。

お問合せ先：富田林税務署　電話0721－24－3281（代表）
電話でのお問合せは、上記番号に電話いただいた後、アナウンスに従い
電話機を操作してください。なお、「すばるホール」会場では、電話によるお
問合せはお受けしておりません。

※1  期間中、当会場は、大変混雑します。特に開設当初と申告期限間際は、非常に
　　 混雑することが予想されます。
※2  「すばるホール」会場では、納付手続き、納税証明書の発行及び相続税の相談は
　　 行っておりません。
※３   『すばるホール』会場ではご不明な点について質問、ご確認をしていただき、
　　 会場内のパソコンをつかってご自身の申告書等を作成していただきます。
※4  お越しの際は、関係書類や前年分の申告書の控え等をお持ちください。

申告書作成会場は連日、大混雑いたしますので、作成済みの申告
書等を提出される方は税務署の窓口か郵送で提出してください。

※

カフェ＆イタリアン

TEL：0721－55－2772 　FAX：0721－55－2773
営業時間：11：30～18：00（17：30ラストオーダー）

定休日：月曜日（祝日の場合は翌平日）、
第1・3火曜日（祝日および月曜が祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29-1/3）

※その他、臨時に休業する場合があります。

TEL：0721－55－2772 　FAX：0721－55－2773
営業時間：11：30～18：00（17：30ラストオーダー）

定休日：月曜日（祝日の場合は翌平日）、
第1・3火曜日（祝日および月曜が祝日の場合は翌平日）、年末年始（12/29-1/3）

※その他、臨時に休業する場合があります。

開放感あふれる店内と心を込めた本格イタリアンパスタ！！
当店はスイーツ&パンメニューが豊富で昔懐かしいミックスジュースや

クリームソーダなど沢山ご用意いたしております。
午後のひと時を当店でごゆっくりお過ごしされませんか。

スタッフ一同あなたのお越しをお待ちしております。

開放感あふれる店内と心を込めた本格イタリアンパスタ！！
当店はスイーツ&パンメニューが豊富で昔懐かしいミックスジュースや

クリームソーダなど沢山ご用意いたしております。
午後のひと時を当店でごゆっくりお過ごしされませんか。

スタッフ一同あなたのお越しをお待ちしております。
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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

1月  January

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
2月  February

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
3月  March

 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
  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
 12[土] すばる寄席　桂文之助独演会 小ホール 14:00 1,500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

 20[日] 星空シアター　和太鼓×マリンバ GONNA「ガナ」 プラネタリウム室 15:00  すばるホール

 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

 23[水]～25[金] 生活応援セール　MAX 展示室  無料（販売有） MAX　072-641-7002

 24[木] 「地元でしゃべろう」指導者交流会（ピティナ富田林すばるステーション） 清光の間 10:00 無料 すばるホール
  日本舞踊　清珠の会　初舞発表会 小ホール 9:00～12:00 無料 冨永清子　090-6065-7088
 26[土] 梅沢富美男劇団　富田林特別公演2019 ホール ①13:00 ②16:30 6,500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[日] 第39回　大阪府高等学校芸術文化祭　芸能部門 ホール 14:00 無料 大阪府高等学校芸術文化連盟　西川克也　06-6702-3838
 30[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

5・8～12・15～19・22～26・29～31
8・10・15・17・22・24・29・31
8・9・11・15・16・18・22・23・25・29・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

8～11・15～18・22～25・29・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）

会員（随時体験
受付しています）

会員（随時体験
受付しています）

一般2,000円
高校生以下1,000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

  気づいていますか？ セクハラ ～なぜNoと言えないのか～ 小ホール 13:20～15:00 無料 富田林市　人権政策課　0721-25-1000（内線474）
 2[土] 

星空シアター　大橋エリ　グラスハープバレンタインコンサート プラネタリウム室 16:00  すばるホール

 
3[日] 劇団カッパ座創立50周年記念富田林公演「ふたりの王子」 ホール ①10:30　②14:30  すばるホール

 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]
 富田林市町総代会第8回公開講座　特殊詐欺! 現状と防止対策 小ホール 13:30～15:00 無料 富田林市町総代会　事務局　市民協働課　0721-25-1000（内線469）

  すばるイブニングコンサート　大野謙　ピアノ・リサイタル レストラン 17:00 600円 すばるホール
 

10[日]
 富田林市カラオケ連絡会　第25回発表会 ホール 9:20 無料 富田林市カラオケ連絡会　米原国次郎　090-1911-7410

  ヒューマンライツ講演会　映画「うまれる」と講演会「命のバトン」 小ホール 10:00 無料 富田林市　人権政策課　0721-25-1000
 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

 13[水]～15[金] なかよし作品展 展示室  無料 南河内地区小中学校支援教育研究会　澤口雅彦　0721-29-1450

 14[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
 

16[土]
 おひなまつり発表会 ホール 12:30 関係者 くすのき幼稚園　0721-65-1167

  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
  NPO法人高齢者大学シニア富田林くすのき塾　社員総会 リハーサル室 13:00～17:00 社員限定 シニア富田林くすのき塾　加藤一敏　0721-26-7036
 23[土] すばるイブニングコンサート　柏木千裕　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[水]
 第29回平成幼稚園　生活発表会 ホール 9:30 関係者 平成幼稚園　0721-28-2220

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

9:45
ビートストレックス

レッスン
※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・3・5・8・10・12～15・17・19～22・24・26～28
9:20ジャザサイズ

レッスン

一般2,000円
高校生以下1,000円

おとな2,500円
こども1,500円

おとな500円
こども250円

※小ホール又は
リハーサル室

プラネタリウム室
屋上ひろば

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

10:00～18:00
1/25は16:00まで

9:00～20:00
2/15は15:00まで

 2[土] 第15回　草笛の家作品展 展示室 10:00～15:30 無料 マイウェイ福祉の会　草笛の家　0721-90-3500
 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]・10[日] 第118回ＮＡＭＵＥバレエコンクール（大阪） ホール 未定 2,000円 ＮＡＭＵＥバレエコンクール実行委員会　052-204-0073

 10[日] すばるスターウォッチングクラブ（星空観望会）  18:00  すばるホール



協力／那須香大阪天文台

すばるスターウォッチングクラブ
～春の星座を探してみよう～

18：00～20：00（開場は15分前）

当日の星空解説⇒望遠鏡解説
本日の見所⇒屋上観望会

3.10日

※3歳以下無料
※こどものみでの参加はできません。 必ず保護者の同伴をお願いします。

※雨天・曇天時はプラネタリウム室で別プログラムになります。

私の街でクラシックVol.24

「春に聴きたい日本のうた」 Check!

ピティナ・ピアノセミナー
講師：おとみっく（桜井しおり・坂本夏樹）

Check!

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

【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・・・

1.20日 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 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。

～星が瞬き音が躍る～

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。

Check!

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』

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）

２Ｆホール（全席自由）
①１０：３０  ②１４：３０2.3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）

Lコード ： 57633代 Web
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  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）（スリッパにお履替いただきます）

14：003.17日
※未就学児の入場はご遠慮ください　協力/とんだばやし演奏家協会

※曲目は変更になる
　場合がございます。

Lコード ： 54052代 Web

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！

オリオン座を中心とする冬の大三角や、のぼり始めた春の星座を探してみよう。

【講師プロフィール】

2012年に結成。音楽大学を卒業し、ロンドン
やポルトガルをはじめとする国内外様々な音
楽ワークショップの手法を学び、現在に至る。
これまで、音楽ホール主催公演への出演のほ
か、科学館や他分野のアーティストとのコラボ
レーション・ワークショップも実施している。ま
た、豊島区での月１回のワークショップは3年
目を迎え、地域のコミュニティづくりや、福祉施
設への訪問にも力を入れている。

公式HP：
http://otomicschool.wixsite.com/otomic

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２４回目となる今回は　「春に聴きたい日本のうた」をお送りします。

おとみっくの音楽ワークショップ
見て、聴いて、参加する！新しい視点からクラシック音楽の楽しみ方を発見しよう！

すばる寄席

桂文之助独演会

①ジェルキャンドル制作体験

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。

２Ｆ小ホール（全席自由）

1,500円（当日200円増）

14：00

1,350円友

1.12土

2.16土

Lコード ： 52171
※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

限定
200名

Check! Check!

２Ｆホール（全席自由） 3Ｆプラネタリウム室、4Ｆ屋上ひろば無料
9：20（開場は20分前）

2.10日
3.24日

主催/富田林市カラオケ連絡会

富田林市カラオケ連絡会

第25回 発表会
出演団体
● カラオケ喫茶  トミー
● 喜志・宮・旭・縁歌クラブ
● 滝谷カラオケ同好会

● TDBカラオケ友の会
● 美家
● やまびこ

協力／NPO法人ふらっとスペース金剛

3Fプラネタリウム室（全席自由）
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！

2.14木
限定
100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。

1.10木

since 2009

10：30（開場は 15 分前）

13:30～16:30（限定20名）

①14:00
②15:30（各5名・60分）

②レジンアクセサリー制作体験
3.16土

Check!

Check!

Check!

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）

「Picture blur」
（にじみ絵）

・ゼラニウム
・ペパーミント
・カモミール

限定
80名

限定
60名

約40分

3.30土
Check!Since 1999

代

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

Check!

◆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］

1.5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

Check!

◆バッハ：トッカータ ト長調 BWV916
◆ドビュッシー：版画
◆シューマン：謝肉祭 Op.9 他

［演奏予定曲］

2.9土
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

Check!

◆フォーレ：ヴァルス=カプリス第１番イ長調Op.30
◆ショパン：バラード第１番ト短調Op.23 他

［演奏予定曲］

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

Check!

◆ラフマニノフ :ピアノ・ソナタ　第2番　 Op.36 変ロ
短調（1931年版） 他

［演奏予定曲］

3.16土
森  本  隼  太

（京都教育大学附属桃山中学校2年）

2018年ピティナピアノ
コンペティションＧ級金賞

完売御礼残席わずか残席わずか残席わずか

限定
80名

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!

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

一般 1,800円　高校生以下    900円友

Lコード ： 52219
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2.2土 限定
170名

代 Web

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。

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。
<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。

曲目
さくら横ちょう 
すてきな春に
あんこまパン　他

一般  900円　高校生以下  450円友

3Ｆプラネタリウム室前 1,000円

代 Web

栗原  未和（ソプラノ） 二塚  直紀（テノール） 植松  さやか（ピアノ）

広沢タダシ×Sinon
プラネタリウムライブ

出演
広沢タダシ、Sinon
わたなべゆう（A.Gtr）
ライブドローイング：CHIEMI

３Ｆプラネタリウム室（全席自由）
16：00

※広沢タダシファンクラブ優先入場がございます。
　ご了承ください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
共催 株式会社パスティムナン　企画制作 プラネタリウムライブ実行委員会

3.17日
限定
170名3,000円（当日500円増）

代

広沢タダシ Sinon

Check!

２Ｆリハーサル室（各回限定 50 名）（全席自由）

①11：00
②14：00（開場は各30分前）

※①は一般向け、②ピアノ・音楽学習者向けの内容になります。

共催／ピティナ富田林すばるステーション
※当日は動きやすい格好でお越しください。　※３歳以上のお子様を対象としています。
※上履きを持参ください。

3.31日
おとな 1,500円  こども（３歳～小学生）1,000円  親子ペア 2,250円（前売のみ）

ピティナウェブサイト代
おとな 1,350円  こども 900円  親子ペア 2,000円友・ピティナ会員

一般発売

1.11金
初日は電話予約のみ

お得な『クラフト体験セット券』は、体験会①+②で1,800円！

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ています。
ピアノ指導者であればどなたでもご参加いただけ
ます（ピティナの会員でなくても大丈夫です）。
どうぞお気軽にご参加ください。
昨年 11 月の交流会では、プチ勉強会としてレッ
スンで使用しているグッズを紹介しあいました。

３F 清光の間
無料（当日、直接会場までお越しください）

10：00～12：001.24木
共催：ピティナ富田林すばるステーション

１１月の交流会の様子

ピティナ富田林すばるステーション

「地元でしゃべろう」指導者交流会

一般発売

1.5土
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

1.11金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

星空シアター
シベリアンニュースペーパー
コンサート

完 売 御 礼

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

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
すばる友の会会員は各６００円割引（会員本人のみ）。
（別途テキスト代が必要です）
午前９時～午後９時（休館日除く）に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」新コースとして「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。

会　場
受講料

申し込み

内　容

すばるパソコン教室
講師／NPO法人きんきうぇぶ

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。

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、2 日間を１コースとして実施いたします。

水曜日（1/23・1/30）
水曜日（2/13・2/27） ※2日間で１コースとなります。

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：4,4００円（2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
受付開始日：受付中

1月の日程

2月の日程

＜午前＞11時00分～　☆一般向け☆
手を叩けば、それはもう音楽のはじまり...
音楽や楽器に合わせて一緒にカラダを動かしたり、リズムを奏でながらクラシ
ック音楽に触れ合おう！
＜午後＞14時00分～　☆ピアノ・音楽学習者向け☆
クラシック音楽をいつもと違った視点から見てみると...？
演奏だけではなく、身体を使ったり、歌を歌ったり、アンサンブルをしながらクラ
シック音楽の新しい楽しみ方を発見しよう！

友の会も同日

一般発売

1.11金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

1.11金
初日は電話予約のみ

友の会も同日

おとな 500円  こども 250円 代

代

おとな 400円  こども 200円友

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

見上げよう！
未来の星空

©KAGAYA Studio

©尼子騒兵衛/NHK・NEP　 NASA/JHUAPL/SwRI

宮沢賢治
銀河鉄道の夜

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
withコズミックフロント☆NEXT

太陽系のお友だちの段

約40分※星空解説はありません 星空生解説付き約40分

星空生解説付き約45分

星空生解説付き約45分

プラネタリウム プラネタリウム大型映像

ある夜、満天の星空を見上げる乱太郎、きり丸、しんべヱ。
そこにドクタケの八方斎が、アヒルさんボートを盗みにやってきます。
すると突然、流れ星が八方斎に激突！
衝撃で八方斎は宇宙に詳しい「八方星」へと変わってしまいました。
アヒルさんボートもいつの間にか宇宙船へと変わり、みんなで宇宙へと飛び出すことに…！
ハラハラドキドキの大冒険の始まりです！

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。

ゼンリョクで見逃すな！ 太陽と月が奏でる

“奇跡の瞬間”

さあ、ほしめぐりの旅にでかけよう。
10 万年後の未来の星空を見上げましょう。

ティラノサウルス
最強恐竜 進化の謎

©NHK
約40分

大型映像

※星空解説はありません

プラネタリウム新番組

冬休みプログラム1月6日（日）まで

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

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
ティラノサウルス

ポケモン
銀河鉄道の夜

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土・日・祝日

未来の星空
時間
15:00

平日（火～金）
プ プ

プ

大

大

1月8日（火）～3月16日（土）※投映休止日にご注意ください。

平日月曜日 休館のため
12/29（土）～1/3（木） 年末年始休館のため
1/10（木）、1/11（金） 番組入替のため
1/20（日）、2/2（土）、3/17（日）、3/24（日）
 星空シアター開催のため

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。

1月12日（土）
スタート！

番組オリジナル
クリアファイル
プレゼント！

プラネタリウム
忍たま乱太郎を
ご観覧のお子様に

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／(株)五藤光学研究所

                                 み のが               たいよう     つき      かな

    き せき    しゅんかん

※なくなり次第配布
　終了します。

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


