
２Ｆホール舞台上（全席自由）
14：005.11土
Lコード ： 57182

一般 1,000円　高校生以下 500円（当日各200円増） 一般 900円　高校生以下 450円友

※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

代 Web

限定
100名

一般発売

3.16土
初日は電話予約のみ

友の会も同日

私の街でクラシック Vol.25
重厚に響く低音 そして華麗なる超絶技巧

「チェロとコントラバス」

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25回目となる今回は
10代でドイツに渡り、ヨーロッパの伝統が息づく街で音楽を学んだ奧田なな子と黒川冬貴。 重低音の心地よ
い響きに、アメリカで研鑽を積んだ中谷政文のピアノが艶やかに花を添えます。大ホールの床に響き渡る重低
音とピアノの振動。 美しい音空間をお届けします。

曲目
ヘンデル / 二重奏ソナタ
フォーレ/ 愛のあとに
ロッシーニ / チェロとコントラバスのための二重奏
ロッシーニ /ファンタジア　他
※曲目は変更になる場合がございます。

春風亭昇太・林家たい平 二人会
すばる寄席

２Ｆホール（全席指定）

14：00

4.29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。

代 WebC

奥田 なな子
（チェロ）

中谷 政文
（ピアノ）

黒川 冬貴
（コントラバス）

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」と題して、春の歌を中心とした日本歌曲の名曲をお届け
します。「春がきた」「花」の２曲は会場のみなさまも一緒に歌いましょう。
日本歌曲ならではの、優しい旋律、美しいことばの数々をお楽しみください。

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Lコード ： 54052代 Web

限定
80名

一般  900円　高校生以下  450円友

春に聴きたい日本のうた
栗原  未和（ソプラノ） 二塚  直紀（テノール） 植松  さやか（ピアノ）

SUBARU LUNCHTIME CONCERT
す　　ば　　るす　　ば　　る ラ　ン　チ　タ　イ　ムラ　ン　チ　タ　イ　ム コ　ン　サ　ー　トコ　ン　サ　ー　ト

平日のランチタイムにクラシックを楽しみませんか。様々なアーティストが優雅なひとときをお贈りします。平日のランチタイムにクラシックを楽しみませんか。様々なアーティストが優雅なひとときをお贈りします。

受付開始日 ： 3月20日（水）午後2時～ すばるホール２Ｆ
受付カウンターまで会員証をお持ちください。（電話予約は午
前10時から受付します。会員1名につき1公演2枚まで。定員に
なり次第配布を終了します。）

すばる友の会ご招待公演（全３公演）すばる友の会ご招待公演（全３公演）

kumaさんトリオwith U コンサート

吉岡 克典
（ヴァイオリン）

寺脇 優子
（ソプラノ） 山本英二植田味香子

5.24金
曲目／武満徹：小さな空
　　　木下牧子：さびしいカシの木
　　　山田耕筰：からたちの花
　　　葉加瀬太郎：情熱大陸
　　　モンティ：チャルダッシュ　ほかLコード ： 53717

酒井有彩ピアノ・リサイタル
～ショパンの人生と共に贈るバラード全４曲～

植田味香子＆山本英二
ピアノデュオコンサート

曲目／ショパン：バラード全４曲
バラード　第 1 番 ト短調 Op.23 
バラード　第 2 番 ヘ長調 Op.38 
バラード　第 3 番 変イ長調 Op.47 
バラード　第 4 番 ヘ短調 Op.52 

7.19金
Lコード ： 53763

曲目
ガーシュウィン：ラプソディ・
イン・ブルー（連弾）
ローゼンブラット：カルメン・
ファンタジー（２台ピアノ）ほか

9.13金
Lコード ： 53799

２Ｆホール（エリア限定）全席自由11：30 500円 代 Web ※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。
※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 3.20水 初日は電話予約のみ限定各300名

私の街でクラシック Vol.24

［曲目］ 早春賦  春がきた  花  からたちの花  他 ※曲目は変更になる場合がございます。

吉岡 麻梨
（ピアノ）

大谷 雄一
（チェロ）

昨年大好評いただいた落
語会を今年も開催します。
多芸多才なお二人の落語
をお楽しみください。

公演以外のお問い合せ

すばるホール休館日のご案内

【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」から徒歩約 8 分
・南海高野線「金剛駅」下車　南海バス「小金台二丁目」
   バス停から徒歩約 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。
※車イスの方は、チケット購入の際お申し出ください。

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

開演 前売料金 チケット販売所会場

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!

休館日

近 隣 ホールチケット情 報（前 売 券）

□シネマ de ラブリー 「体操しようよ」
●3月26日（火）  ●①11：00　②14：30　③19：00【上映時間109分】
※各回入替制（開場は各回上演開始の30分前） ●大ホール・全席自由
席　●一般 1,000円（当日200円増）〈中学生以下、60歳以上、障がい
者の方とその介護者1名〉900円（前売・当日共）●監督：菊池健雄
●出演：草刈正雄、木村文乃、和久井映見　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
「モーリス・デュリュフレの世界」
～思わず涙がこぼれる美しいレクイエム。静謐な、心穏やかな
時をあなたと共に～
●3月17日（日）  ●14：00開演（13：30開場）  ●1階 ホールM・自由席
●前売り  1,000円（当日200円増）  ●出演：久保田真矢（オルガン）、
Ensemble Daffodil（合唱）　●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。　※未就学児入場不可

□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)　●1回目 13：00開演（12：30開場） 2回目 17：30開演

（17：00開演）　●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。
□さやか寄席　桂米朝一門会
●5月25日（土）　●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：桂ざこば、桂南光、桂米團治、桂南天、桂佐ん吉、桂米輝
※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

開設期間：3月15日（金）まで
（土・日を除く。ただし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、上記番号にお電話いただいた後、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
　　　ご自身で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。

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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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）
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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。
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3.24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
3.23土
完 売 御 礼

青春ポップスコンサート
オ ー ケ ストラ で 歌 う

3.17日
完 売 御 礼

広沢タダシ×Sinon
プラネタリウムライブ

3.16土
完 売 御 礼

すばるイブニングコンサート

森  本  隼  太

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

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
4月  April

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

 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

 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
 

16[土]
 すばるクラフトシリーズ　レジンアクセサリー制作体験 プラネタリウム室前 ①14:00 ②15:30 1,000円 すばるホール

  すばるイブニングコンサート　森本準太　ピアノ・リサイタル レストラン 17:00 600円 すばるホール　完売御礼
  

私の街でクラシックVOL.24　「春に聴きたい日本のうた」 リハーサル室 14:00  すばるホール

 
17[日]

 星空シアター　広沢タダシ×Sinon　プラネタリウムライブ プラネタリウム室 16:00 3,000円 すばるホール　完売御礼
  
  泉州聴覚障害者センター（仮）建設資金チャリティー公演 ホール 14:00～16:30  河内三団体聴覚障害者施設建設委員会　FAX0721-23-6768

 21[木祝] Happiness Spring Dance Live 2019 ホール 15:00 1,200円 富田林市ダンス連盟 上田亜樹子　scintillerballet@gmail.com

 21[木祝]～24[日] アトリエ・ニュー・ビジョン　制作展 展示室  無料 アトリエ・ニュー・ビジョン　制作室　0721-35-1133

 23[土] オーケストラで歌う　青春ポップスコンサート ホール 16:00 3,500円 すばるホール　完売御礼
  富田林市日本舞踊協会設立25年記念事業　「舞踊の会」 ホール 11:00 無料 富田林市日本舞踊協会　花柳吟明　0721-25-7314
 24[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 プラネタリウム室 15:00  すばるホール　完売御礼

 26[火] 消費税軽減税率制度説明会 ホール ①13:00 ②15:00 無料 富田林税務署　法人課税　第1部門　0721-24-3281（代表）
 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

 27[水]～31[日] 第68回富田林市民文化祭　芸能フェスティバル　第22回「富美展」 展示室  無料 富田林市美術協会事務局　植木　0721-23-4604

  第28回河南高校吹奏楽部　定期演奏会 ホール 13:30 無料 河南高校吹奏楽部　秋山平八郎　0721-23-2081
 30[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～　「Picture blur」（にじみ絵） プラネタリウム室 18:00 500円 すばるホール
  

 31[日]
 ピティナ・ピアノセミナー　おとみっく（桜井しおり・坂本夏樹） リハーサル室 ①11:00  ②14:00  すばるホール

  第35回大阪府立富田林高等学校吹奏楽部　定期演奏会 ホール 14:00 無料 大阪府立富田林高等学校吹奏楽部　0721-23-2281

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

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・5～8・12～15・19～22・26・27・29
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）

おとな500円
こども250円

一般1,000円
高校生以下500円

一般2,500円
ペア券4,500円

一般1,000円
割引900円

大人1,500円
大学生・高校生1,000円
中学生以下800円

おとな1,500円
こども1,000円

親子ペア2,250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

21日/13:00～19:00
22・23日/9:00～19:00

24日/9:00～17:00

10:00～18:00※
31日は16:00まで

 2[火] ウィッグ（かつら）展示即売会 展示室 10:00 無料（販売有） 株式会社ユキ　0120-20-3020
 3[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
 6[土] 富福亭×我楽多亭×さやま落語会　地域落語の交流寄席 小ホール 13:00 無料 すばるホール
 7[日] 第21回くれよん絵画教室作品展 展示室 13:00～16:00 無料 くれよん絵画教室　0721-23-5964（稲田）

  すばる映画祭　～Film Collection～　「あん」 ホール ①10:30  ②14:00※  すばるホール　※②14:00の回は日本語字幕付き
 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
 11[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
 14[日] キューピット　春の集い 銀河の間 9:30 無料 カラオケハウスキューピット　0721-23-0130
 24[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
 27[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
 29[月祝] すばる寄席　春風亭昇太・林家たい平二人会 ホール 14:00 3,500円 すばるホール

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

2～5・9～12・16～19・23～26・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）
※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

 1[水祝]・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

 8[水]～9[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

 9[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

8日/15:00～18:00
9日/10:00～18:00



富福亭 × 我楽多亭 × さやま落語会

地域落語の 交流寄席

ピティナ・ピアノセミナー

おとみっくの音楽ワークショップ
飛び出そう、舞台へ！

「ピティナ・ピアノステップ」参加者募集

第68回富田林市民文化祭　芸能フェスティバル

第22回『富美展』富田林美術協会展
～日本画・洋画・彫刻・書・写真～

【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

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！

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。
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。

９月から本格開講する「音楽基礎講座」に
先駆けて、体験講座を開催します。この音
楽基礎講座では「ソルフェージュ」をベー
スに音楽を学習します。演奏技術の向上
には、音符、音階、音程、拍子、記号などの
基本事項の理解が不可欠です。楽譜を正
しく読む練習を通じて、読譜力を身につけ
ましょう。

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラのメン
バーが、吹奏楽作品、作曲者の解説などを切り口
に、吹奏楽の講座を6月から開講します。
合奏練習や、アンサンブルのコツなど吹奏楽部
の活動に役立つ情報から、吹奏楽の演奏会の楽
しみ方まで、様々な視点で、吹奏楽への理解を深
めてもらうことを目的とします。今回は通年の講
座開催直前の体験講座になります。
現役のプロの演奏者がプロの視点でお贈りする

「吹奏楽なんでも講座」に参加して、一緒にあな
たの吹奏楽部のレベルアップを目指しましょう。

１Ｆ音楽練習室

①11：00  ②14：00（開場は各30分前）

※①はどなたでも可、②ピアノ・音楽学習者向けの内容になります。

10：30～12：00

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

6.29土

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）

2,500円

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

＜午前＞11時00分～　☆一般向け（どなたでも参加して頂けます。）☆
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！

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（開場は15分前）

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。

（こどもは4歳以上、中学生以下）

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。

3Ｆプラネタリウム室、4Ｆ屋上ひろば

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

限定
各5名

約60分

約120分

3.30土
Since 1999

代

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」「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。

おとな 500円  こども 250円 代

おとな 400円  こども 200円友

3F展示室

10：00～18：00（31日は16：00まで）

3.27水～31日

主催／富田林市美術協会・富田林市茶華道連盟
　　　富田林市文化団体協議会
　　　富田林市・富田林市教育委員会
　　　公益財団法人富田林市文化振興事業団
協賛／大阪南農業協同組合・富田林商工会
　　　富田林ロータリークラブ
お問い合せ／富田林市美術協会事務局
　　　　　　植木　0721-23-4604

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！

5.9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。

4.11木

since 2009

10：30（開場は 15 分前）

①14:00
②15:30

レジンアクセサリー制作体験
～世界でたったひとつのオリジナル作品を～

3.16土
3Ｆプラネタリウム室前
1,000円

代

無料

２Ｆ小ホール（全席自由）

２Ｆリハーサル室（各回限定 50 名）（全席自由）

13：004.6土
無料

共催／公益財団法人藤井寺市地域サービス公社、富福亭
　　　ふじいでら素人噺の会我楽多亭、さやま落語会

可笑家 五目富福亭 ぺこ笑福亭 松五

（特別出演）
生駒亭 文座千里亭 だし吉美陵亭 あき笑

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。
2 日間を１コースとして実施いたします。

水曜日（3/13・3/27）
※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）
　　　　受講日初日にお支払いください。
持ち物：筆記用具
講　師：NPO 法人きんきうぇぶ
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： ＮＰＯ法人きんきうぇぶ　電話０７２１－２９－００１９
受付開始日：３月５日（火）

3月の日程

演目と出演者
片棒 千里亭だし吉
悋気の独楽 美陵亭あき笑
夏の医者 生駒亭　文座
はてなの茶碗 可笑家　五目
仲入り
火焔太鼓 富福亭　ぺこ
当日のおたのしみ 笑福亭　松五

すばる
ユースアカデミー

すばるホールでは、2019年度よりピアノやヴァイ
オリン、声楽、吹奏楽の楽器など、音楽を学習して
いる小学生～高校生を対象とした、プロによる音
楽講座「すばるユースアカデミー」を開講します。
音楽を基礎から学びたい人、プロの指導を受けた
い人、ぜひご参加ください。

講師  鯛 中 卓 也
（ピアニスト）

講師  井 澤 裕 介
（オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ サクソフォン奏者）

お申込：2Ｆ受付カウンターまで
　お越しください。

受付開始日：3月16日（土）10時～定員
15名

※小学生から高校生を対象としています。
※９月からの通年講座は5月から受付開始です。
　詳細はお問い合わせください。

２Ｆカルチャールーム19：00～20：30

5.30木
2,500円

定員
15名

※小学生から高校生を対象としています。
※6月からの通年講座は5月から受付開始です。詳細はお問い合わせください。
協力：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

①音楽基礎・体験講座 ②オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラの
　メンバーによる吹奏楽なんでも講座

開催日：６月９日（日）
会　場：２Ｆホール
設　備：ピアノ機種 /ＳＴＥＩＮＷＡＹ-Ｄ２７４、足台・補助ペダル有
申込先：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。

申込締切：５月６日（月祝）
お問い合わせ：すばるホール内
　　　　　　　ピティナ富田林すばるステーション

開演時間：午後を予定
　　　　　　　（公演時間は約３０分）

会場：２Ｆホール  全席自由

多田真理 トークコンサート
ステップ当日にアドバイザーの
多田真理先生によるトークコン
サートを開催します。

※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

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

3月21日｢春分｣（祝日：春分の日）
地球の赤道を空に投影したのが天の｢赤道｣です。そして地球から見て太陽の動く通り道が｢黄
道｣です。そして太陽が黄道と赤道が交差する点がふたつあり、それが｢春分点｣と｢秋分点｣で
す。春分点は太陽が赤道を南から北へ横切る点ですから、北半球から見ると太陽が北よりに、空
高くなり春から夏の位置に来るということになります。これから夏へ向かう｢季節の分かれ目｣という
ことになります。

春分の日を決めるのは天文台！？
国民の祝日に関する法律（祝日法）では、第2条に「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」祝日と定義
されています。その日付は｢春分日｣とされています。・・・何月何日とか何月第二日曜日など、他の祝日
と違い春分の日と秋分の日は｢法律で具体的な日付が記載されていない祝日｣なのです！
ではどうして決めるかというとまず初めは｢国立天文台｣です。国立天文台は暦象年表という冊子
を毎年発行します。これは広報でも入手できますがWebでも誰でも見ることができます。
これに基づき前年に閣議（つまり内閣）で決定され官報にて公告されます。つまりおおもとは天文台
が決定する祝日ということになります。この春分日、秋分日は天文学では太陽が先の｢春分点｣｢秋
分点｣にくる時刻を含んだ日となります。
このような祝日は他の国にはほとんどなく、季節の変化を大切にしてきた文化のシンボルともいえる
祝日なのです。春からの種まき、育成、収穫を重視した農耕民族ならではというところでしょうか。

那須香大阪天文台　中島 健次　

「春分の日」のおはなし・・・

ボランティアスタッフ大募集！
1日でも大歓迎！お気軽にお問い合わせください♪

ゴールデンウィークは、すばるホールで
楽しいイベントを多数開催！
わたあめ・オリジナル缶バッヂ制作

等々、ミニ縁日を開催します。

プラネタリウム操作体験も開催予定！
G・W イベントの詳細は4/5（金）より、
すばるホールHP にてお知らせ致します！

※3月はお休みします。

ⓒ2015 映画『あん』製作委員会／ COMME DES CINEMAS ／ TWENTY TWENTY VISION ／ ZDF-ARTEⓒ2015 映画『あん』製作委員会／ COMME DES CINEMAS ／ TWENTY TWENTY VISION ／ ZDF-ARTE

「あん」
縁あってどら焼き屋「どら春」の雇われ店長として単調な日 を々こなしていた千太
郎 ( 永瀬正敏 )。そのお店の常連である中学生のワカナ（内田伽羅）。ある日、
その店の求人募集の貼り紙をみて、そこで働くことを懇願する一人の老女、徳
江（樹木希林）が現れ、どらやきの粒あん作りを任せることに。徳江の作った
粒あんはあまりに美味しく、みるみるうちに店は繁盛。しかし心ない噂が、彼らの
運命を大きく変えていく…

原作／ドリアン助川「あん」（ポプラ社刊）
監督・脚本/河瀨直美　上映時間/113分
出演／樹木希林、永瀬正敏、内田伽羅、市原悦子、
　　　浅田美代子　ほか

２Ｆホール（1 階席のみ）（全席自由）

①10：30　②14：00※4.10水

Lコード ： 53187

一般 1,000円（当日200円増）　割引 900円（当日共）

一般 900円　割引 810円友
※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

※②１４：００の回は日本語字幕付き

代 Web

限定
200名

講師：おとみっく（桜井しおり・坂本夏樹）

テーマ「美と生花の饗宴」

宇宙のデザインもできます。宇宙のデザインもできます。宇宙のデザインもできます。宇宙のデザインもできます。

（１）当日の星空生解説（夜9時の南の空に見える星座）
（２）望遠鏡のお話しと今夜の見どころ（那須香大阪天文台 中島先生）
（３）屋上ひろばにて観望会
※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。

当
日
の
流
れ

G・Wキッズスペシャルイベント！
ゴールデンウィーク

時間
18:00

18:45

プ

大

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

©尼子騒兵衛/NHK・NEP　 NASA/JHUAPL/SwRI

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

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

幼児向けプラネタリウム

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！

ゼンリョクで見逃すな！ 太陽と

月が奏でる“奇跡の瞬間”

プラネタリウム新番組

4月9日（火）～4月26日（金）※投映休止日にご注意ください。

さんびきのこぶた
ティラノサウルス

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
ティラノサウルス

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土曜・日曜

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
時間
15:00

平日（火～金）
プ

プ

プ

大

大

4月27日（土）～5月6日（月祝）ＧＷプログラム

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
ティラノサウルス

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
THE MOON 月のふしぎ

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

4/27～5/6 GWプログラム
プ

プ

プ

大

3月19日（火）～4月7日（日）春休みプログラム

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
ティラノサウルス

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
未来の星空

時間
11:00

13:00

14:30

16:00

土曜・日曜・祝日

忍たま乱太郎の宇宙大冒険
ティラノサウルス

忍たま乱太郎の宇宙大冒険

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

土曜・日曜

未来の星空
時間
15:00

平日（火～金）
プ プ

プ

大

大

～3月16日（土）

平日月曜日 休館のため
3/17（日）、3/24（日） 星空シアター開催のため
4/16（火）～4/19（金） 設備保守点検のため

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

おとな 400円  こども 200円

観覧料

※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。

                                        み   のが                     たいよう

つき        かな　　　　　　　  き   せき       しゅんかん

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

※なくなり次第配布終了します。※なくなり次第配布終了します。

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。

イギリスの昔話「さんびきのこぶ
た」をプラネタリウム向けにアレ
ンジした作品です。三匹のこぶた
が、家を建て、襲ってきたオオカ
ミを撃退するお話ですが、こぶた
たちを襲ったオオカミは、実は友
だちになりたかった！？オオカミの
願いは、流れ星にとどくのでしょ
うか？プラネタリウムでお送りす
る星空ファンタジー！ティラノサウルス

最強恐竜 進化の謎

さんびきのこぶた
ながれぼしをみた

©NHK

© カワハラユキコ /SPACESITE

約40分

大型映像

※星空解説はありません

3月16日（土）まで

©KAGAYA Studio

宮沢賢治
銀河鉄道の夜

※星空解説はありません

約40分

大型映像

さあ、ほしめぐりの旅
にでかけよう。

3月16日（土）まで

見上げよう！
未来の星空

星空生解説付き約40分

星空生解説付き約40分

プラネタリウム

10万年後の未来の星空
を見上げましょう。
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

4月7日（日）まで

４月１３日（土）スタート

友

★3月2日（土）は全番組字幕付で投映します

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


