
11：30 500円 ※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。 限定各300名代 Web２Ｆホール（エリア限定）全席自由

SUBARU LUNCHTIME CONCERTSUBARU LUNCHTIME CONCERT
す　　ば　　る ラ　ン　チ　タ　イ　ム 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。

山本 英二植田 味香子

植田味香子＆山本英二ピアノデュオコンサート 平野雅世・松澤政也ジョイントコンサート
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

予定曲目
・ 日本歌曲より
・ ドイツ歌曲より
・ プッチーニ  オペラ
　「ジャンニ スキッキ」より～愛しい私のお父さん～
・ ビゼー オペラ
　「カルメン」～ 闘牛士の歌～　ほか

9.13金
Lコード ： 53799 11.21木

Lコード ： 52134

Check! Check!

ご招待受付：２階受付カウンターにてすばる友の会会員証を
ご提示ください。1会員様1公演につき2名様までご招待
いたします。（定員になり次第配布を終了します。）

友の会招待

2枚まで無料友

松澤 政也（バリトン）平野 雅世（ソプラノ） 吉田 衣里（ピアノ）

私の街でクラシックVol.26

Check!トランペット歴史探検コンサート

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２６回目となる今回は・・・様々な楽器（トランペット）を使ったトランペッ
トの博物館のようなコンサートです。どんな楽器が登場するかはお楽しみに！

※未就学児の入場はご遠慮ください。

（スリッパにお履替えいただきます）
２Ｆリハーサル室  全席自由 

14：00
10.13日

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

限定
80名

Lコード ： 57199
代 Web

予定曲　・ヴェルディ／歌劇「アイーダ」より凱旋行進曲
　　　　・シャルパンティエ／「テデウム」よりプレリュード 他

高見 信行（トランペット） 中桐 綾奈（ピアノ）

Check!
一般 1,800円　シニア（60歳以上）1,500円（各当日共）

青春を彩った数々の名曲たち。
懐かしいジャズナンバーに、名シーンで流れた美しいスクリーンミュージック。
楽しいお話とともに、青春時代を振り返ってみませんか。

大阪交響楽団メンバーによる

なつかしの青春コンサート
～往年のジャズ＆スクリーンミュージック 珠玉の名曲たち～

山本 かずみ（司会・歌）

矢巻 正輝
（トロンボーン）

梅田 望実
（ピアノ）

徳田 知希
（トランペット）

時安 吉宏
（ベース）

新井 宗平（司会・歌・ドラム）

< 演奏予定曲 >Ａ列車で行こう、枯葉、私のお気に入り、
慕情、ひまわり、太陽がいっぱい、ムーンリバー　ほか
※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。

9.29日
２Ｆホール  全席指定14：00

代 Web C Lコード ： 57202
一般 1,600円　シニア 1,300円友

一般 4,000円　高校生以下 2,000円（当日各500円増）

２Ｆホール  全席指定
14：00

代 Web Lコード ： 51651

一般 3,600円　高校生以下 1,800円友
※２階席：一般3,000円（一般・友の会共通）、高校生以下2,000円（友の会1,800円）
※２階席はすばるホールのみ取り扱い。　※未就学児の入場はご遠慮ください。
※本誌発行時点で完売している場合があります。

すばる友の会先行予約で予定枚数が終了した場合、ローソンチケット、ＣＮプレイガイドのみでの
発売となり、すばるホールでの一般発売はありません。

三谷幸喜×戸田恵子
「虹のかけら～もうひとりのジュディ」
映画「オズの魔法使」で全世界のアイドルとなった、
天性のミュージカルスター、ジュディ・ガーランド。
その人生は華やかさと哀しさが入り交じった数奇な
ものでした。
しかしこれは彼女の物語ではありません。ジュディ
と同じ名を持ち、彼女の付き人として、専属の代役
として、長年に渡って影のように寄り添った一人の
女性、ジュディ・シルバーマン。ジュディを愛し続け、
そして憎み続けた、もう一人のジュディの物語。

女優、声優として映画やテレビ、舞台で活躍する実力
派・戸田恵子と数々の大ヒット作を生み出す演出家・三
谷幸喜による強力なタッグで贈る珠玉の舞台。

構成・演出：三谷幸喜
出演：戸田恵子
音楽監督：荻野清子

C

12.1日

イベント

第69回富田林市民文化祭 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。

大　会　名
コーラス・フェスティバル 9月8日（日） 2Ｆホール 13：00（12：30）

市民川柳大会 9月21日（土） 2Ｆ小ホール 出句締切13：00（受付開始12：00）

謡曲大会 10月6日（日） 2Ｆ小ホール 10：00（9：30）

三絃・箏・尺八演奏会 10月6日（日） 2Ｆホール 13：00（12：30）

市民美術工芸展 10月11日（金）～10月14日（月祝） 2Ｆ小ホール（工芸部門） 10：00～17：00 ※最終日は16：00まで
  3Ｆ展示室（美術部門） 

市民吟詠大会 10月14日（月祝） 4Ｆ銀河の間 10：00（9：30）

茶華道大会 10月26日（土）～10月27日（日） 3Ｆ展示室
 （26日／表千家・27日／裏千家） 

市民舞踊会 11月3日（日祝） 2Ｆホール 11：00（10：30）

郷土文化大会 11月30日（土） 2Ｆ小ホール 10：00（9：30）

10：00～16：00 ※お茶会は15：00まで
（お茶会には茶券代400円、生け花体験コーナーには参加費400円が必要です。）
※生け花体験コーナーは各日先着20名

日　　程 会　　場 開演時間（開場時間）

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

三 谷  幸 喜 戸 田  恵 子

Check!

すばる映画祭 －Film Collection－

２Ｆホール（1 階席のみ）（全席自由）
①１０：３０　②１４：００（各回入替制）10.16水

Lコード ： 53272

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

代 Web

ベストセラー茶道エッセイを豪華キャストで映画化！
五感で“今”を味わう、一期一会の感動作！

Check!日日是好日
にち    にち     これ    こう     じつ
樹木希林追悼作品第３弾

出演：黒木華、樹木希林、
　　　多部未華子　ほか
監督・脚本：大森立嗣　　
原作：森下典子『日日是好日「お茶」が教えて
　　　くれた15のしあわせ』（新潮文庫刊）

全回、日本語字幕付きで上映します

©2018「日日是好日」製作委員会

一般発売 8.30金
初日は電話予約のみ

10:00～

２Ｆ小ホール  全席自由14：00
一般 1,800円（当日200円増）  ペア 3,200円（前売のみ） 一般 1,500円  ペア 2,700円友

※未就学児の入場はご遠慮ください。Lコード ： 56193代 Web

桂文之助独演会桂文之助独演会
すばる寄席

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。

1.11土

Check!

一般発売

9.11水
初日は電話予約のみ
友の会も同日

令和２年 
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助
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限定
200名

制作／三栄企画　協力／米朝事務所

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

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。）
※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の育成を目的として、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。
※前売りで完売した場合、当日券はございません。　※車椅子での観覧をご希望される場合、お申込みの際にご相談ください。

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）

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

10月
 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

C

2019 Septem
ber &
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ctober

□LICはびきの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
「ドイツの風、フランスの風」
●9月28日（土）  ●14：00開演（13：30開場）※コンサート終了時に間近でオルガンを
見学していただけます。  ●1階 ホールM・自由席
●前売り  1,000円（当日200円増）　●予定曲：J.S.バッハ　前奏曲とフーガ　ト長調
BWV541　F.メンデルスゾーン　オルガンソナタ　第4番　変ロ長調　作品65-4　
C.フランク　コラール  第3番　Jアラン　連祷　他　●主催：羽曳野市
●問合せ先：LICはびきのチケット専用ダイヤル 072-950-5504
※未就学児入場不可

L IC はびきの

LICはびきの  TEL:072-950-5504（チケット専用）

□ブラック・ダイク・バンド
●10月27日（日）  ●15：00開演（14：30開場）  ●大ホール 全席指定
●一般5,500円　高校生以下4,000円（当日各500円増）　
●予定曲／ジョン・フィリップ・スーザ：自由の鐘、ピーター・グレイアム：トーン・ポエム・ダイナ
スティ、ジョン・ウィリアムズ（ダンカン編）：映画「ハリー･ポッター」シリーズより、ビル・コンテ
ィ他（バリー編）：映画「007 ユア・アイズ・オンリー」より　ほか
※都合により曲目が変更になる場合がございます。ご了承ください。
※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。

SAYAKA ホール

SAYAKAホール  TEL:072-365-9590(チケット専用）

□Lovely Halloween in かわちながの2019
●10月14日（月・祝）
仮装！？ファミリーコンサート 
●13：30（13：00開場）　●大ホール・全席指定席　●前売500円　当日800円
※3歳未満膝上無料（但し、おとな1名につき1名まで）　●演奏：河内長野吹奏楽団ブ
ルーウインズ　歌のおにいさん：矢野勇志　●予定曲目：アラジン、パプリカ　ほか
※曲目は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
●ハロウィーン・マルシェ　●ガラポン抽選会
●かぼちゃのランタン作り　●顔に描いちゃおう！仮装ペイント　当日開催

ラブリーホール

ラブリーホール  TEL:0721-56-9633（チケット専用）

OSAKA  TONDABAYASHI  CITY  CULTURAL  HALL  INFORMATION　すばるニュース
SUBARU NEWS 9&10
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September &
         October

丘
 み

どりコン
サ

ート２０２０ ～
演

魅
Vol.2～

W
ith 中

尾
 唱

と
エ

ヴ
ァ

ー
グ

リ
ー

ン
バ

ンド
開
催
決
定
　
詳
し
く
は
中
面
を
ご
覧
くだ
さ
い
。

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団

すばるホール施設利用料金改定のお知らせ
令和元年10月1日より消費税率変更に伴い、すばるホール施
設利用料金を改定いたします。
詳しくはすばるホールホームページにてお知らせいたします。

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
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

 
4[水]

 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481）
  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

 
7[土] 社会福祉法人 博光福祉会葵音つばさこども園　入園説明会 展示室  無料 葵音つばさこども園　準備室／0721-40-0283

 8[日] 第69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
 11[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
 12[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
 13[金] すばるランチタイムコンサート 植田味香子＆山本英二ピアノデュオコンサート ホール（エリア限定） 11:30 500円 すばるホール
 14[土] 第17回くすのき塾　シニアのお祭り 小ホール 9:55～15:00 無料 シニア富田林くすのき塾／0721-29-7001（加藤）
 15[日] PL学園高等学校吹奏楽部OB・OGバンド 第14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
 

21[土] 第69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

  第26回研墨書道会展 展示室 9:00～17:00 無料 研墨書道会　中川爽風／0721-25-3391
  第5回懐メロ発表会 小ホール 9:40 無料 富田林市カラオケ連絡会 米原国次郎／090-1911-7410
 22[日] 新婦人まつり サックス演奏。 サークル発表と体験コーナー 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
  

星空シアター　keisuke プラネタリウムライブ プラネタリウム室 15:00  すばるホール

 25[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[金]・28[土] 光峰書道展 展示室  無料 永阪嘉己／090-3868-0100

  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
 28[土] 

南河内JAZZフェスティバル2019 富田林“星空”STAGE プラネタリウム室 18:30  すばるホール

 
29[日] 大阪交響楽団メンバーによるなつかしの青春コンサート ホール 14:00  すばるホール

3～7・10～12・14・17～21・24～28  
3・5・10・12・17・19・24・26  
3・4・6・10・11・13・17・18・20・24・25・27  

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

3～6・10～13・17～20・24～27 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。

①14:00～15:00
②15:30～16:30
（①②は同内容）

受付開始12:00
出句締切13:00

27日/12:00～20:00
28日/9:00～19:00

10:00～17:00
最終日は16:00まで

①11:00
②13:00

一般3,300円
ペア6,000円

一般2,000円
ペア3,800円

一般1,800円
シニア1,500円

一般1,000円
高校生以下500円

無料
（要申込）

①10:30
②14:00

10:00～16:00
お茶会は15:00まで

30日/12:00～17:00
31日～3日/10:00～17:00

4日/10:00～16:00

一般1,000円
割引900円

一般1,500円
ペア2,600円

中高生700円（要学生証）
一般1,200円

PS/6,800円（税別）
SS/5,800円（税別）

 2[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[土] 社会福祉法人 博光福祉会 葵音つばさこども園 入園面接 展示室 10:00～12:00 関係者 葵音つばさこども園　準備室／0721-40-0283
  キューピット　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　梶本／0721-23-0130
 6[日] 第69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69回富田林市民文化祭　三絃・箏(こと)・尺八演奏会 ホール 13:00 無料 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
 11[金] 日独親善 カニジウス校 室内オーケストラ富田林演奏会 ホール 13:00 無料 すばるホール

11[金]～14[月祝] 第69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

  
じしゃくのふしぎをしらべよう～じしゃくが社会をかえる！超伝導リニアのしくみ～ 会議室3   すばるホール

 12[土]
  星空アロマ　～Starry Aroma～　「グラスハープ」 プラネタリウム室 18:00 500円 すばるホール

 13[日] 私の街でクラシックVol.26 「トランペット歴史探検コンサート」 リハーサル室 14:00  すばるホール

 14[月祝] 第69回富田林市民文化祭　市民吟詠大会 銀河の間 10:00 無料 すばるホール
  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　イベント事業部／0120-20-3020
  

すばる映画祭 樹木希林追悼作品第3弾 「日日是好日」 ホール（1階席のみ）   すばるホール
 16[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
  日舞グループ秋季舞踊大会 小ホール 13:30 無料 富田林市社会福祉協議会登録ボランティア日舞グループ　服部健司／090-4904-2969
 20[日] ジャズダンス発表会　ダンスシャネス 30th　アニバーサリーステージ ホール 16:00 無料 Dance Ｃｈａｎｅｓｓ　江﨑衣躬／090-7352-2828
 22[火祝] ルミエールバレエ教室　第18回発表会 ホール 16:00予定 無料 ルミエールバレエ教室 清水よし恵／090-3926-5601
  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] 

夢スター歌謡祭　歌とコメディー ホール 18:00  （株）夢グループ／0570-064-724

 26[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[土]～27[日] 第69回富田林市民文化祭　茶華道大会（26日表千家・27日裏千家） 展示室  ※無料 

 27[日] 富田林ボーイズ46期生「卒団式」 銀河の間 17:00 関係者 富田林ボーイズ中学生　鬼頭／090-3842-9513

30[水]～11/4[月振休] 西陣美術織 若冲動植綵絵展 展示室  無料 西陣美術織　全国巡回展　実委／072-808-2223

①13:00
②17:00

無料（見学希望者
要問合せ）

①10:00～12:00
②13:30～14:30

  とんだばやし混声合唱団　練習 リハーサル室 19：30 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野／090-9110-7492
 2[土] 

角渉トリオ JAZZ LIVE 2019 「SPARKLE」 小ホール 18:30  すばるホール

 
3[日祝]

 第23回くれよんピアノ音楽教室　発表会 小ホール 10:00 無料 稲田和恵／090-7111-8089
  第69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
 

4[月振休]
 いちごクラブ 唄三線の集い 「沖縄の風を感じたい」 小ホール 13:30 無料 いちごクラブ唄三線同好会　和田芳弘／0721-55-4350

  すばる交響楽団 第28回定期演奏会 ホール 13:30 1,000円 すばる交響楽団／090-8376-2801
 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
  第7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
 9[土] 

劇団うみかげ　第2回公演「メテオロロギア」 小ホール   劇団うみかげ／gumikage@yahoo.co.jp

 9[土]・10[日] 高校演劇コンクール（第69回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会） ホール 未定 無料 すばるホール

 10[日] ①合唱練習（指揮者練習）　②オーケストラとの合同練習 小ホール   すばる第九を歌う会　畑中茂　0721-24-8196

1～5・8～10・12・15～19・23～26・29～31
1・3・8・10・11・15・17・24・29・31
1・2・4・8・9・11・15・16・18・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
※会場はお問い合せください。13:30

19:30

1～4・11・14・17・18・22・24・25・27・29・30  
  

火木/①9:20②10:30
水金/10:00

14日・27日／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。

すばるホール
※お茶会には茶券代400円、生花体験コーナーには参加費400円が必要です。

※前売料金に（税別）と記載されているもの以外は税込み金額です。

ホールの緑化をすすめる
むつ    ら   ばな

『ガーデニングボランティア六連花』
メンバー募集

団体名は、おうし座のプレアデス星団の和名に「すばる」以
外に「六連星(むつらぼし)」というのもありそこから由来して
います。

六連花では、ボランティアメンバーを随時募集しています。
今後は、　9月　コスモス植え
            10月　球根植え
            11月　クリスマスオーナメントづくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　を予定しています。



Check!

定員30名

２Ｆカルチャールーム
19：00～20：30

前期（１回）1,500円、後期6,000円

※お子様一人につき保護者１名まで同伴可
※筆記用具をご持参ください、楽器は不要です。
※楽器の体験はありません。
※定員に達した時点で締め切ります。　協力：公益社団法人大阪市音楽団

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

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）（全6回）

日程：前期（1回のみの受講可）／９月１８日（水）、１０月１６日（水）
　　　後期（全４回）／１１月２０日（水）、１２月１８日（水）、２０２０年１月１５日（水）、２月１９日（水）

１Ｆ音楽練習室
10：30～12：00

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）

定員15名

※小学生から高校生を対象
　としています。
※お子様1名につき、保護者
　1名まで同伴可。

音楽基礎講座
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

吹奏楽にまつわる貴重な過去の音源や、歴史、作曲家の裏
話がきけるだけでなく、スコアリーディングも学べます。

音楽基礎講座  カリキュラム（予定）
第1回 音から音へ、メロディの流れ
第2回 リズム、拍感について
第3回 色とりどりのハーモニー
第4回 楽譜に親しむ ①書き取り編
第5回 楽譜に親しむ ②読み取り編
第6回 まとめ、総合演習

限定80名約40分

星空アロマ星空アロマ
Since 1999

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…

「グラスハープ」
・プチグレイン
・レモンユーカリ
・シナモン

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

9.12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）

10.10木

プラネ　　えほんde
プラネ

タリウムで絵本を読もう！

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）
10.12土

代 Web

プラネタリウム特別投映

Check!

Check!

すばるキッズアートフェスティバル2019
8月4日（日）すばるキッズアートフェスティバル2019を開催しました。
このイベントは、すばるホール全館で様々な芸術体験が出来る、すばるホールの夏の一大イベ
ントです。2階ホールでのイベントは、音楽の生演奏をＢＧＭにハラハラドキドキのサーカスが楽
しめる「クロワッサンサーカスショー」。4階銀河の間では、小さな子でも楽しめるクラシックのア
ンサンブルによる演奏「アンサンブル・レネットの音楽会」を開催しました。今年度もたくさんの
お客様に遊びに来ていただきました。

すばるオリジナルミュージカル2019
8月11日(日)にすばるオリジナルミュージカル「EIGHT COLORS」をホールで開催しました。
すばるホールが自主制作するこのオリジナルミュージカルは2008年からスタートし、今回で7
回目。子供たちに舞台に立つ素晴らしさを体験して頂くことで舞台芸術に興味を持ち、将来、舞
台俳優を目指す方や、舞台芸術の世界で活躍する方を輩出するとともに、舞台鑑賞者層が拡大
することも目指す、すばるホールにとって重要なプログラムの1つです。
今回は、富田林市内の小中高生50名以上が、キャストとして参加しました。
皆さん練習の成果を存分に発揮しました。

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

講座 講座

すばるくんのオススメ
公演レポート

コンサート 募集

11.2土

無料（要申込・先着各回30名）

２Ｆ 小ホール 全席自由１８：３０
一般 １，５００円（当日２００円増）　ペア券 ２，６００円（前売のみ） 一般 １，３００円　ペア券 ２，３００円友

18：30

Lコード ： 53182代

3F プラネタリウム室  全席自由
一般 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。

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

※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。

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

（予定曲目） 「情熱大陸」「ルパン三世のテーマ」オリジナル曲として
　　　　　 アルバム「ＳＰＡＲＫＬＥ」より 他

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

9.28土

9.7土

9.21土

限定
170名

Check!Check!

募集

Check!
角渉トリオ ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ２０１９『ＳＰＡＲＫＬＥ』

2020年3月21日（土）に開催する
『宝くじ文化公演　東京混声合唱団　特別演奏会』で共演する
「東京混声合唱団と歌う会」参加者募集

すばるジュニア弦楽アカデミー 10 月開講 受講生募集
すみわたる

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。

「すばるユースアカデミー」受講生募集 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。

音楽
講座受付中

ジュニアアンサンブルコース
みんなで合奏しましょう過去３度日本一に輝き、数々の賞を受賞し続けている、大阪出身のピアニスト角 渉（すみわたる）を中心としたピアノトリオのＬＩＶＥを開催！

この日発売のアルバム「ＳＰＡＲＫＬＥ」からのオリジナル曲やカバー曲など、三人の息の合った迫力ある演奏をお届けいたします！

コンサート

※4歳以上有料、3歳以下の膝上観賞無料
Lコード ： 52105

代 Web

限定
170名

3F プラネタリウム室 全席自由
15：00

9.22日

一般 3,300円（当日200円増）

ペア 6,000円（前売のみ）

一般 3,000円
ペア 5,500円

友
※Ｌコードはお問合せください。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

２Ｆホール 全席指定
13：00

1.18土

５，５００円（当日300円増）

５，０００円友

Check!

星空シアター

keisuke プラネタリウムライブ

コンサート

丘 みどりコンサート2020  ～演魅 Vol.2～
With 中尾 唱とエヴァーグリーンバンド

「オオザカレンヂkeisuke」から「ケイスケサカ
モト」に改名。心にそっと寄り添うような歌声と
温もりを大切に歌い続けている。
約束した場所まで、想いを胸にしっかりと刻み、
今新たな一歩を踏み出す。

コンサート

Check!

日独親善  カニジウス校
室内オーケストラ富田林演奏会

カニジウス校はドイツ・ベルリンにある古典語学校です。
音楽学校ではないため、オーケストラの演奏はサークル活動になりますが、ベルリンフィル
ハーモニー管弦楽団から招待を受け演奏するなど、その実力は高い評価を受けています。
今回、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団前音楽
監督、首席指揮者のサイモン・ラトル氏より
日本ツアーに向けての親書を頂いています。

< 演奏予定曲 >
モーツァルト：フレンチホルン五重奏曲  ホ長調  K.407
コダーイ：ヴァイオリンとチェロ二重奏曲  作品 7
ドヴォルザーク：弦楽セレナーデ  ホ長調  作品 22 ほか
※PL 学園吹奏楽部メンバーとの共演曲も予定しています。
※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。

２Ｆホール（１階席限定） 全席自由
13：00

10.11金

協力／にほんご・奈良・わの会
後援／ドイツ共和国総領事館

入場無料

演劇

※タイトル及び上演開始時刻等は10月末頃
　すばるホールＨＰにてお知らせします。

2018年の公演より
2F ホール

11.9土～10日

Check!（第69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！

［参加予定校］
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

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） 

入場無料

Lコード ： 53757代 Web

≪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
・ローランドフェスティバル２０１８
  アンサンブルステージファイナルにて【グランプリ】（全国１位）
≪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
・ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＩＴＹ ＰＡＲＫ ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ ＣＯＮＴＥＳＴ２０１８【ファイナリスト】
・ＳＡＰＰＯＲＯ ＣＩＴＹ ＰＡＲＫ ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ ＣＯＮＴＥＳＴ２０１9【ファイナリスト】

合唱指導　高谷光信（本番指揮、練習指導）、貞松道人（練習指導）、東川内梨沙（ピアノ伴奏）
共 演 曲　①小田美樹作曲・信長貴富編曲/「群青」
　　　　　②信長貴富作曲/混声合唱曲「夜明けから日暮れまで」
　　　　　③信長貴富作曲/混声合唱とピアノのための「くちびるに歌を」
　　　　　※①は小学生以上　②③は高校生以上の方が対象です

練 習 日　11/2（土）・11/16（土）・11/30(土）・12/14(土）・12/15（日）・1/18（土）・2/1（土）・2/8（土）・2/22（土）・2/24（月祝）
　　　　　2/29（土）・3/7（土）・3/14（土）・3/20（金祝）前日リハ・3/21（土）本番
練習時間　土曜 ①16：00～17：30、②③18：00～19：30
               ※12/15（日）①12：00～13：00、②③13：30～15：00　※2/24（祝） ①14：00～15：00、②③15：30～17：00

練習場所　すばるホール（リハーサル室　他）
募集人数　100名　※定員に達した場合は、募集期間中でも締め切ります

参 加 費　3,000円（①のみの参加は1,000円）及び楽譜代（①440円、②550円、③1,980円）
参加申込　9月29日（日)までに、申込書（すばるホール設置、またはホームページよりダウンロード）に必要事項をご記入の上、参
　　　　　加費・楽譜代とともにすばるホール受付カウンターまでご持参ください。
　　　　　　 ※合唱参加の方は、入場券を購入していただくと共演曲の出演時以外は客席（エリア指定）にてご鑑賞頂けます　　　協力/富田林市合唱連盟

※曲目は変更になる場合がございます。
受賞歴

角渉（Ｐｆ） 中島拓人（Ｂａ） 戸嶋友祐（Ｄｓ）

じしゃくが社会をかえる！超電導リニアのしくみ
じしゃくのふしぎをしらべようじしゃくのふしぎをしらべようじしゃくのふしぎをしらべよう

出  張  授  業

ＪＲ東海のリニア・鉄道館より講師の方に来て頂き、オリジナ
ルのワークシートや黒板教材シート、超電導リニアの浮上・
走行の様子が体感できる模型を使用して授業を行います。

①11：00　②13：00
10.12土

持 ち 物　筆記用具
対　　象　小学生

（内容は小学3年生を想定しておりますが他学年でもご応募いただけます。）

申し込み　９月６日（金）午前10時より受付開始
（※初日は電話予約のみ、翌日より窓口でも定員まで受付します。）

３F 会議室３

限定
170名

※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

Lコード ： 52232
代 Web

3F プラネタリウム室 全席自由
18：00

12.7土

3,500円（当日500円増）

3,000円友

コンサート

Check!

星空シアター

素敵なアーティストから、音楽のクリスマスプレゼント
プラネタリウム クリスマス LIVE

エンターテイメントブルースシンガーのAngieチョ
チョと日本テレビ第5回「歌唱王」優勝、4オクター
ブの“ドラマティックボイス” 宇都直樹がきらめく満
天の星たちとコラボレーション！

一般発売

10.18金
初日は電話予約のみ
友の会も同日

出演　Angieチョチョ/ブルースシンガー
　　　宇都直樹/シンガーソングライター　他

楽　器　ヴァイオリン・チェロ
曜　日　土曜日の夕方
受講料　6000円（月3回、約60分）
対象年齢　小学生～高校生
講　師　奥田章子
最少開講人数　3名から開講
※現在、楽器を習われている方対象

ヴァイオリン入門コース ・ チェロ入門コース

「ヴァイオリン楽器体験会」および「相談会」開催
9月21日（土）16：00～18：00　リハーサル室にて
すばるホールまで お申し込み下さい 0721-25-0222

合奏前に一から始めたい方に

曜　日　土曜日の夕方
受講料　ヴァイオリン9000円（月3回、グループレッスン、約60分）
　　　　チェロ9000円（月2回、グループレッスン、約90分）
対象年齢　小学生～高校生（親子での参加も可）
講　師　奥田章子（ヴァイオリン）、熊本祐美子（チェロ）
最少開始人数　3名から開講
楽器レンタル制度あり（1/4、3/4ヴァイオリンのみ）　月額  受講料＋1000円
※大人の入門者グループレッスンコースもあります ご希望の方はお問い合わせ下さい

参加無料

コンサート

Lコード ： 53139代 Web

２Ｆホール 全席自由
１４：００12.8日

１,０００円（当日200円増） 9００円友

Check!
すばる第九シンフォニー２０１９

【１部】バッハ／主よ人の望みの喜びよモーツァルト／アヴェ・ヴェルム・コルプス　他２曲全て合唱付
【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／平野雅世 アルト／馬場菜穂子
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

※未就学児の入場は原則お断り致します
お問い合わせ　すばる第九を歌う会 畑中　0721-24-8196

一般発売

10.5土
初日は電話予約のみ
友の会も同日

宝くじ文化公演  東京混声合唱団  特別演奏会
公演日　2020年3月21日（土）14 時開演予定

出　演　東京混声合唱団、指揮：高谷光信
11月発売開始予定　演奏会の詳細は次号に掲載いたします。

演劇

Lコード ： 54431

令和２年 2.9日
２Ｆホール 全席自由
①１０：３０  ②１４：３０

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

おとな ２，２５０円  こども１，３５０円友

Check!

劇団カッパ座富田林公演

『オズのまほうつかい』　
アメリカ・カンザス州に暮らす少女ドロシーは竜巻に家ごと
巻き込まれ、不思議な「オズの国」へと飛ばされてしまい
ます。途中で知恵が欲しいカカシ・温かい心が欲しいブリ
キの木こり・勇気が欲しいライオンと出会い、それぞれの
願いを叶えてもらうため「エメラルドの都」にいるという魔
法使いの“オズ大王”に会いに行くことになりました。そ
れぞれの願いが叶いドロシーは、自分の家に帰ることがで
きるのでしょうか。

※２歳以下無料（大人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）

代 Web
阪南カッパ友の会　0721-24-6486　南大阪カッパ友の会　070-5500-5509
セブンチケット　http://7ticket.jp

一般発売

10.1火
初日は電話予約のみ
友の会も同日

対象：中学生から一般を対象としています。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

Check!

令和２年

一般発売

10.9水
初日は電話予約のみ

友の会発売

10.2水
初日は電話予約のみ

代 Web C

プ ラ ネ タ リ ウ ム

星空生解説付き約45分星空生解説付き約45分

星空生解説付き約45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！

「地球は回っている？それに気づ
いたのはだれ？」ふと疑問に感
じたまる子。昔の人は太陽も星
も地球を中心に動くと信じてい
たけど、コペルニクスやガリレ
オといった人たちが本当は地球
の方が太陽のまわりを回ってい
ると発見したらしい。もっと地
球や宇宙の事を知りたいと思っ

たまる子たちは科学館へ遊びにいくことに。そこで目にした古代の
人たちが考えた不思議な宇宙のすがたとは…！？

もっとも身近な恒星・太陽について、古
代の太陽に対する想いから、コペルニ
クスやガリレオの地動説、そして現代に
至るまでの宇宙観、太陽が燃えている
仕組みや太陽フレア・オーロラといった
宇宙天気、最後を迎えた太陽など大迫
力の映像を交えながら紹介します。

新番組
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

ちびまる子ちゃん
それでも地球はまわっている太陽～私たちの母なる星～

プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム

9月3日（火）～
　　　10月14日(月祝）

太陽

時間

15:00

平日（火～金）

プ

たいようくんとおつきちゃん 

ちびまる子ちゃん 

忍たま乱太郎 

ちびまる子ちゃん 

時間

10:00

11:00

13:00

14:30

土曜・日曜・祝日

プ

プ

プ

プ

10月19日（土）～
　　　　12月20日（金）

太陽

時間

15:00

平日（火～金）

プ

ちびまる子ちゃん 

忍たま乱太郎 

ちびまる子ちゃん 

太陽 

時間

11:00

13:00

14:30

16:00

土曜・日曜・祝日

プ

プ

プ

プ
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
9月22日（日）星空シアター 
9月28日（土）JAZZフェスティバル
10月15日（火）～18日（金）　保守点検
12月7日（土）星空シアター 

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。
※臨時に投映を休止する場合があります。
　詳しくはご来館前にお問い合せください。

団体予約・割引
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承ります。
また、20名様以上で観覧料が
団体割引となります。詳しくはお問
い合せください。（要事前予約）

©尼子騒兵衛/NHK・NEP　 NASA/JHUAPL/SwRI

©さくらプロダクション／日本アニメーション

©ESO/L.CALCADA/M.KORNMESSER

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。
9月3日（火）スタート！

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


