
２Ｆホール舞台上（全席自由）
14：005.11土

7.28日

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

おとな 1,350円　こども 450円　親子ペア 1,620円友
おとな 1,500円　こども（中学生以下） 500円(各当日共)　親子ペア 1,800円（前売のみ）

※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 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
Web

Lコード ： 53601
代 Web

限定100名

限定170名

※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。

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。

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。

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。

　ご家族みんなで楽しめるファミリーコ
ンサート。クラシックからポピュラーま
での幅広い音楽の生演奏に、楽しい参
加コーナーも盛りだくさん！世界の特徴
ある音楽に味付けされた多国籍ユーモ
アミュージック『台所狂騒曲』では、
身近な台所用品が楽器に大変身。

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。

奥田 なな子
（チェロ）

富田林市出身
中谷 政文
（ピアノ）

黒川 冬貴
（コントラバス）

ゴールデンウィークキッズスペシャルイベントゴールデンウィークキッズスペシャルイベント
５月３・４・５・６日

※混雑状況によって、早く終了する場合がございます。

※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。

すばるスペシャル縁日

わたあめ・スーパーボールすくい・ヨーヨーつりが楽し
めるミニ縁日！
自分だけの缶バッジが作れるコーナーもあるよ！

わたあめ・ヨーヨーつり・スーパーボールすくい 各１００円
オリジナル缶バッジ作成  大２００円 小１００円

10：30～15：00頃まで5.3金～6●

アンサンブル・レネットの音楽会アンサンブル・レネットの音楽会

４Ｆ銀河の間  全席自由（一部桟敷席）14：00

３Ｆプラネタリウム室  全席自由

※時間は多少前後する場合がございます。

超新星スバルファイブが登場

ゴールデンウィークにスバル
ファイブが来てくれるぞ！
どんなショーになるのか…
それは来てからのおたのしみだ！

無料

①13：45  ②15：205.3金・4土

３Ｆプラネタリウム室 

14：00

Lコード ： 54185

500円（当日共）  ※4歳以上均一料金　※3歳以下入場無料

400円友
一般発売

5.15水
初日は電話予約のみ

友の会発売

5.8水
初日は電話予約のみ

一般発売

5.15水
初日は電話予約のみ

友の会発売

5.8水
初日は電話予約のみ

代 Web

< 出演 > アンサンブル・レネット
（６人編成：クラリネット、アコーディオン、
マリンバ、ギター、ピアノ、打楽器）
< 演奏予定曲 > 情熱大陸、台所狂騒曲、アイアイ、剣の舞　ほか

講師／広瀬 駿（気象予報士・防災士）
毎日放送「ちちんぷいぷい」「ミント！」「サタデープラス」出演中
講演テーマ／

「天気・空のふしぎ　～気象予報士の仕事も紹介～」

すばるキッズ
講座

お天気教室  　 プラネタリウムお天気教室  　 プラネタリウムお天気教室  　 プラネタリウムin

プラネタリウム操作体験

※体験参加は無料ですが、１１時のプラネタリウム観覧をお願いします。
　（おとな500円、こども250円※こどもは4歳以上中学生以下）
　観覧後、会場内でご案内致します。

無料

11：50～12：455.3金～5日

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　お電話でお申し込みください。（4/20より先着順で受付中）
対　　象　小中学生
　　　　　　 （未就学児の場合は保護者の付き添いをお願いします。）

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

 1[水祝] 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
 3[金祝]～6[月振休] ゴールデンウィーク キッズスペシャルイベント（スペシャル縁日 ほか） プラネタリウム前 10：30～15：00頃※ ※詳しくは中面をご覧ください すばるホール ※お時間は多少前後する場合があります。

 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　當山／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
  

私の街でクラシックVol.25 「チェロとコントラバス」 ホール舞台上 14:00  すばるホール
 11[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
 15[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
 18[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
 24[金] すばるランチタイムコンサート  kumaさんトリオwith Ｕ  コンサート ホール（エリア限定） 11:30 500円 すばるホール
 25[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
 26[日] 雪月花が送る昭和歌謡Show!　“昭和…遠くなりにけり” 小ホール 15:00 3,000円 雪月花／090-5676-8163
 29[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
 30[木] すばるユースアカデミー体験講座　吹奏楽なんでも講座 カルチャールーム 19:00～20:30 2,500円 すばるホール

1・2・7～11・14～18・21～25・28～31
2・7・9・14・16・21・23・28・30
1・7・8・10・14・15・17・21・22・24・28・29・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
※会場はお問い合せください。13:30

19:30

1・2・7～10・14～17・21～24・29～31 火木/①9:20②10:30
水金/10:00

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。

一般1,000円
高校生以下500円

8日/15:00～18:00
9日/10:00～18:00

①10:30
②14:00
③18:30

18日/11:00～19:00
19日/10:00～19:00
20日/10:00～15:00

 1[土]～2[日] 公文書写教室合同成果発表会 展示室 10:00 無料 安田／090-1158-9516

 8[土] 第13回マタニティ＆子育て中コンサート 小ホール 10:00  富田林市民児協　主任児童委員部会／0721-25-1000（内線284）

 9[日] 飛び出そう、舞台へ！ピティナピアノステップ・多田真理 トークコンサート ホール 11:00※ 無料 すばるホール ※トークコンサートの時間はお問い合せください。

 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
 13[木] 第39回wakuwaku手づくりマーケット 展示室 10:00～13:00 無料（販売有） ゆであずき／090-5652-7007
 
 14[金] すばる映画祭　「ぼけますから、よろしくお願いします。」 ホール   すばるホール

 15[土] 第7回くすのき塾カラオケお楽しみ会 小ホール 10:00～16:00 無料 くすのき塾　加藤一敏／0721-29-7001
 16[日] 「すばる第九シンフォニー2019」公演日12月8日（日）のための合唱練習を初める発会式 小ホール 10:00～12:00 無料（要問合せ） ※見学希望者はお問い合せ願います。畑中／0721-24-8196

 18[火]～20[木] ハートパルクラフト展 展示室  無料（販売有） 高橋／0721-24-3244

 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
 23[日] スーパーライブ2019　岩出和也 ホール 15:30 5,000円・4,000円 ＩＫＣ岩出和也クラブ／0721-62-5027／090-8532-7928（板倉）
 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
 27[木] 小中学生のスマートフォンのマナーについて 小ホール 14:00 無料 富田林市小中生徒指導連絡協議会（第一中学校）／0721-24-3201
  すばるユースアカデミー体験講座　音楽基礎講座 音楽練習室 10:30～12:00 2,500円 すばるホール
 29[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～　「南の絵本」 プラネタリウム室 18:00 500円 すばるホール
  

第二回下水分社  にわか連  喜楽座公演  忘れないよ大槌町  他 ホール 13:00  下水分社　にわか連　喜楽座／090-7553-4368（尻谷）
 30[日]
  ふれあいコンサート リハーサル室 13:30 無料 高井／0721-24-8279 ・ 岩崎／0721-28-8121

 7[日] 南大阪管弦楽団  第32回定期演奏会  ブラームス交響曲第3番ほか ホール 14:00 無料 南大阪管弦楽団　奥野／0721-24-7792
 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

1・4～8・11～15・18～22・25～27・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
※会場はお問い合せください。13:30

19:30

4～7・11・12・14・16・18～21・25～28 火木/①9:20②10:30
水金/10:00

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。

一般1,000円
割引900円

無料
（申込み先着100名）

入場協力金大人200円
小学生以下100円

いろんな催し物があるよ

［市内在住の65歳以上の方、プラネタリウム・大型映像の観覧無料］
イベント期間中、市内在住の65歳以上の方はプラネタリウムのご観覧が無料に！
他にもスタンプラリーや、紙工作でこいのぼり作り等、イベントが盛り沢山！

［ボランティアスタッフ募集］
イベントのお手伝いをしていただける方を募集しています。
(詳細はお問い合せください。)

© Okuda Kazuaki 

２Fホール  全席指定11：30

Lコード ： 54171

１階席 おとな（高校生以上）1,800円　こども（中学生以下）1,300円（各当日共）

１階席 おとな 1,500円　こども 1,000円
２階席 おとな1,300円　こども800円

友

一般発売

5.29水
初日は電話予約のみ

友の会発売

5.22水
初日は電話予約のみ代 WebC

詳しくは、すばるニュース7-8月号で！

世界で活躍する
“あの”アーティスティック・
サーカス団がやってくる！

世界で活躍する
“あの”アーティスティック・
サーカス団がやってくる！

ストリート
ダンス

３Ｆプラネタリウム室前

※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。）
※2階席はすばるホールのみ販売します。

スバル
ファイブも
来るよ

食べ物
ひろば

☆プラネタリウム　ゴールデンウィークプログラムの詳細は、中面をご覧ください。

（2階席は一般、友の会料金共通です。）

月振休

10時～15時
入場無料

（一部有料の催しもあります）

10時～15時
入場無料

（一部有料の催しもあります）
8.4日 すばるキッズアートフェスティバル2019すばるキッズアートフェスティバル2019すばるキッズアートフェスティバル2019すばるキッズアートフェスティバル2019

クロワッサンサーカスショー！クロワッサンサーカスショー！クロワッサンサーカスショー！クロワッサンサーカスショー！
すばるホール全館がこどものためのイベント会場に！すばるホール全館がこどものためのイベント会場に！

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。）※令和元年 5 月1 日からの改定後金額です。
※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＋570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）

□工藤静香 Acoustic Live Tour 2019
POP IN 私とピアノ ～Deep Breath～
●7月27日（土）  ●17：30開演（17：00開場） ●大ホール・全席指定席
●一般：前売6,500円　当日7,000円
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

□LICオルガンコンサート
「ドイツ三大B」のオルガン音楽
～バッハ、ベートーヴェン、ブラームスのオルガン曲を聴こう～
●6月15日（土）  ●14：00開演（13：30開場）  ●ホールM・自由席
●前売り  1,000円（当日200円増）  ●出演：土橋薫
●4月6日（土） 9：00よりチケット発売
※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

□手嶌葵　Concert　2019～Enchantée～
●7月13日(土)　●14：00開演（13：30開場） ●小ホール・全席指定　
●一般　5,500円（当日500円増）　●予定曲 The Rose、さよならの
夏、明日への手紙 他　※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。
□キエフ・クラシック・バレエ　チャイコフスキー 夢の3大バレエ名場面集
●7月31日（水）　●14：00開演（13：30開場）　●大ホール・全席指定
●一般 3,800円（当日500円増）　●プログラム くるみ割り人形、白鳥
の湖、眠れる森の美女 より
※プログラムは都合により変更になる場合がございます。ご了承下さい。     
※3歳以下のお子さまの入場不可。
※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
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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）

第６９回富田林市民文化祭
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©
尼
子
騒
兵
衛
/NHK・

NEP　
NASA/JHUAPL/Sw

RI

OSAKA  TONDABAYASHI  CITY  CULTURAL  HALL  INFORMATION　すばるニュース
SUBARU NEWS 5&6

2019
May &
         June

※5/2～5/6は17：30で閉館します。

※ ※ ※

※ ※

●ミュージックフェスティバル
日程／５月２６日（日）　会場／２Ｆホール
開演時間／16：00

●市民民謡大会
日程／６月２３日（日）　会場／２Ｆ小ホール
開演時間／10：30

●ダンスフェスティバル
日程／７月６日（土）　会場／２Ｆホール
開演時間／16：30

入場無料「すばる第九シンフォニー２０１９」
合 唱 団 員 募 集

公演日：12月８日（日）  14：00開演
　　　　第１部　クリスマスソング　他
　　　　第２部　ベートーヴェン作曲 交響曲第九番
場　所：すばるホール・２Ｆホール

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

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16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）



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） 限定各300名

「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。

　ピティナ・ピアノステップは、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。

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。
この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。

１Ｆ音楽練習室
10：30～12：00

6.29土ａ．体験講座
ｂ．通年講座（全６回）
日程：９月２８日（土）、１０月２６日（土）、
　　　１１月３０日（土）、１２月21日（土）、
　　　２０２０年１月２５日（土）、２月22日（土）

5.30木ａ．体験講座
ｂ．通年講座（全10回）
日程：６月１９日（水）、７月１７日（水）、８月２１日（水）、
　　　９月１８日（水）、１０月１６日（水）、１１月２０日（水）、
　　　１２月１８日（水）、２０２０年１月１５日（水）、
　　　２月１９日（水）、３月１８日（水）

ａ．2,500円  ｂ．15，000円
講師  鯛 中 卓 也

（ピアニスト・東京藝術大学非常勤講師）

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）

定員
15名

※小学生から高校生を対象としています。

音楽基礎講座 定員
15名

三谷幸喜 × 戸田恵子

知られざるもう一人のジュディの物語
『虹のかけら ～もうひとりのジュディ』

吹奏楽作品、作曲者の解説などを切り口とした吹奏楽講
座。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。楽器は不要です。

幅広いジャンルで活躍する実力派・戸田恵子と演出家・三
谷幸喜による強力なタッグでおくる、知られざるジュディ・
シルバーマンの物語。
2018年5月の東京公演は即日完売の本作が上演決定！

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

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。

since 2009

10：30（開場は 15 分前）
※6月はお休みします。

ぼけますから、よろしくお願いします。
娘である「私」の視点から、認知症の患者を抱えた家族の内側を丹念に描いたドキュメン
タリー。2016 年 9 月にフジテレビ／関西テレビ「Mr. サンデー」で 2 週にわたり特集され、
大反響を呼んだ。その後、継続取材を行い、2017 年 10 月に BS フジで放送されると、
視聴者から再放送の希望が殺到。本作は、その番組をもとに、追加取材と再編集を行った
完全版である。娘として手をさしのべつつも、制作者としてのまなざしを愛する両親にまっ
すぐに向けた意欲作。

のっそりのそのそ
　にょろりん♪
　　にょろりん♪
おさんぽの大好きなへびくんは、
今日もおでかけしました。原っぱに
行と、あれれ？水たまりがいっぱい
でした。にょろりーんとへびくんが
渡ろうとすると・・・。
カラフルな人形たちが温かい世界
を表現します。

ある日、迷子の卵から恐竜のアンキロサウルスの
子どもが生まれました。おとうさんもおかあさん
も見つからず、ひとりぼっちの恐竜の子は「さみし
いよ・・・」そこへやってきたのは・・・お腹をすかせた
ティラノザウルスでした。「ヒヒヒヒ。おまえ、うまそ
うだな。「おとうさん！」「エエッ。な、なんでおれさま

が、おとうさんなんだ!?」 ずっと昔、恐竜たちが住んでいた世界で出会った2人(?)
のちょっとおかしくて、そして心温まるお話です。

富田林STAGEは1920～40年代のアメリカ音楽
「Traditional Jazz」「Swing Jazz」をベースにしながら、
Jazz本来のエンターテイメントを意識したステージング
が持ち味の独特の“Little Fats & Swingin' Hot Shot 
Party”が登場！MCからカウント無しで始まる曲の数々は、
古き良き時代と新しさを感じさせる。洗濯板のパーカッシ
ョンやバンジョーなど、普段見かけない楽器を使用し、ア
コースティック楽器の持つサウンドの息遣いは、現代の音
楽にも負けない音圧で見所の一つともなっている。プラ
ネタリウムの星空のもとでお送りする、スペシャルな
JAZZステージ！！

監督・撮影・語り/信友直子　上映時間/102分

全回、日本語字幕付きで上映します

２Ｆホール（1 階席のみ）（全席自由）

①１０：３０　②１４：００　　
③１８：３０（各回入替制）6.14金

Lコード ： 51753

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
おとな 1,080円　こども 720円　親子ペア 1,620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

代 Web Lコード ： 52606
Lコード ： 53182

代 Web

夏・劇！すばる演劇フェスティバル 2019　人形劇団クラルテファミリー向け人形劇ドキュメンタリー映画

へびくんのおさんぽ おまえうまそうだな

「へびくんのさんぽ」「おまえうまそうだな」現代作家の絵本より

２Ｆ小ホール（全席自由）10：30（開場は15分前）

18：30（開場30分前）8.10土 おとな 1,200円(中学生以上)　こども 800円(２歳～小学生)(当日各200円増)

親子ペア 1,800円(前売券のみ)

代

3F プラネタリウム室（全席自由）
前売 2,000円（当日2,300円）  ペア券 3,800円（前売のみ）3公演パス券 4,500円（枚数限定） ※3公演とも異なる会場でご使用ください。

共催／人形劇団クラルテ

演劇すばる映画祭 －Film Collection－

講座

コンサート

２Ｆカルチャールーム
19：00～20：30

ａ．2,500円　ｂ．25,000円
※小学生から高校生を対象としています。
協力：公益社団法人大阪市音楽団

音楽講座
「すばるユースアカデミー」

受講生募集

三谷幸喜作品ついに開催決定！

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。主に小学生～高校生を対象として
います。

申込方法：２Ｆ受付カウンターまで直接ご来館
いただくか、お電話にてご予約のうえ、申込書

（ホームページからダウンロード可）と受講料を現金書留
ですばるホールまでお送りください。
通年講座の受付開始日：5月30日（木）10時～
[申込先着順（電話予約の受付は午後２時～）、
定員に達した時点で締め切ります。体験講座は受付中]

プラネタリウム特別投映

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）
限定
80名

約40分

6.29土

星空アロマ星空アロマ
Since 1999

代

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…

「南の絵本」
・レモングラス
・ベルガモット
・サンダルウッド

プラネ　　えほんde
プラネ

タリウムで絵本を読もう！

南河内 JAZZ フェスティバル 2019

出演：Little Fats & Swingin' Hot Shot Party
富田林 “星空” STAGE

コンサート

コンサート

「ピティナ・ピアノステップ」参加者募集 多田真理 トークコンサート飛び出そう、舞台へ！

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。

すばる友の会ご招待公演（会員 1 名につき1 公演 2 枚まで、定員になり次第受付を終了します。）

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

6.9日
公演日／12月1日（日）
構成・演出／三谷幸喜 　出演／戸田恵子 
音楽監督／荻野清子
演奏／荻野清子(ピアノ・アレンジ)

　　　平野なつき(ベース)　BUN Ⅰmai(ドラム) (ドラム)

企画・製作／ルックアップ 

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 

原作・絵｜いとうひろし ( すずき出版刊 )
脚色｜大下貴史　演出｜高平和子
美術｜西島加寿子　音楽｜一ノ瀬季生
監修｜西村和子

原作・絵｜宮西達也 ( ポプラ社刊 )
脚色｜松本則子　演出｜藤田光平　美術｜松原康弘
音楽｜一ノ瀬季生　監修｜西村和子

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

吉岡 麻梨
（ピアノ）

大谷 雄一
（チェロ）

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。

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

すばるスペースアート展２０１９作品大募集！

【募集】　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（6 月 4 日より配布）
　　　　①②以外の方は画用紙を各自でご用意ください
　　　　受付期間／ 6 月４日（火）～ 7 月 7 日（日）
　　　　受付場所／ 2F 受付カウンター 10 時～ 17 時

【展示期間】7月13日（土）～15日（月祝）10：00～17；00
【展示場所】3F 展示室

こどもたちが描く宇宙をイメージした空想画を募集します。タイトルをきめて
絵の具やクレヨンなどで自由に描いてください。

（テーマ例／宇宙旅行・はやぶさ・ロケット・たなばた等）

募集

応募していただいた作品はすべて展示し、
応募者全員に参加記念品をプレゼント。

※6歳未満入場不可

チケットは各会館及びJAZZフェスティバルHPからも購入できます。

※展示期間中は工作コーナーもあるよ！

※２歳未満無料

主催／南河内文化会館ネットワーク委員会
後援／南海電気鉄道株式会社　【ホームページ】https://minamikawachi-net.jimdo.com/

（予定曲目） ◎明るい表通りで
　　　　　 ◎イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン
　　　　　 ◎オールド・ファッションド・ラヴ　ほか

ラブリーホール　河内長野STAGE
岩崎恵子とDREAMERS＆The Wild Rovers
パープルホール　藤井寺STAGE
内海英華  with  宗清洋と粋～てすとさうんど　
LICはびきの　羽曳野STAGE
Make Jazz Orchestra
SAYAKAホール　大阪狭山STAGE
Dixie Express
松原市文化会館　松原STAGE
Soulbleed

他 館 ス ケジュー ル

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（月振休）
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

予定曲目
モーツァルト：きらきら星変奏曲
K.265
メンデルスゾーン：無言歌集
Op.38-6「デュエット」
リスト：リゴレット・パラフレーズ

午後を予定（公演時間は約 30 分）

入場無料
２Ｆホール　全席自由

※開演時間はお問い合わせください。
※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。

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

9.28土

8.17土

8.24土

8.31土

9.7土

9.21土

講座

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

予告
！

予告
！

募集

※定員に達した時点で締め切ります。

※詳細は後日発表

限定
170名

一般発売

5.26日
初日は電話予約のみ

友の会も同日

一般発売

5.12日
初日は電話予約のみ

友の会も同日

Web
入場
無料

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

おとな 400円
こども 200円

友の会

平日月曜日
（休館のため）

投映休止日

※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
　い合せください。

幼児向けプラネタリウム

時間
18:00

18:45

プ

大

©尼子騒兵衛/NHK・NEP　 NASA/JHUAPL/SwRI

© ESO/NASA/GSFC/Th.Matsopoulos

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

星空生解説付き

約45分

星空生解説付き約45分

約35分

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！

人類は長い間、宇宙への探求を夢見てきました。
それが現実となった現在、様々な宇宙船が地球
を飛び出し、探査機が太陽系の天体を調査して
います。また高性能な天体望遠鏡を使い、遥か
宇宙の彼方の姿まで観測することができるように
なりました。
宇宙は何もなく静かな世界と思われてきました
が、実は大変美しく、生と死が繰り返される活気
あふれる世界であることを人類は知ったのです。
この作品では、人類が解き明かした宇宙の姿を、
臨場感あふれる迫力の映像と音楽によって体感
いただけます。
果てしなく美しい宇宙をどうぞお楽しみください。

プラネタリウム新番組
5月7日（火）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

※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。

織姫さまと彦星さま。二人は
どうして年に１度７月７日の夜
にしか会えないのでしょうか？
日本の有名な “たなばたさま”
のお話しです。

たなばたさま

約40分

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。

©NHK ©GOTO OPTICAL MFG CO.

大型映像

プラネタリウム

※星空解説はありません

ティラノサウルス
最強恐竜 進化の謎

©「ぼけますから、よろしくお願いします。」製作・配給委員会

6月1日（土）～7月15日（月祝）

オデッセイ

時間

15:00

平日（火～金）

プ

たなばたさま

ティラノサウルス

忍たま乱太郎の宇宙大冒険

オデッセイ

時間

11:00

13:00

14:30

16:00

土曜・日曜・祝日

プ

プ

プ

大

4月27日（土）～5月6日（月振休）ＧＷプログラム

オデッセイ

時間

15:00

平日（火～金）

プ

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

オデッセイ

時間

11:00

13:00

14:30

16:00

土曜・日曜

プ

プ

プ

大

5月7日（火）～5月31日（金）

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

ゴールデンウィークプログラム

プ

プ

プ

大

7月15日（月祝）まで 6月1日（土）スタート

団体（20名様以上）で
団体割引ございます。

団体でご観覧の場合は、通常投
映枠以外の時間帯でもご予約
を入れて頂けます。
また、20名様以上で観覧料が割
引となる 団体割引 もございま
すので、詳しくはお問い合せく
ださい。

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


