
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。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。代 Web

２Ｆ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。

ＳＡＸＡＳのニュークラシックコンサート 予定曲目
モリコーネ：ニューシネマパラダイス
モーツァルト：トルコ行進曲
ボロディン：ダッタン人の踊り  ほか

<演奏予定曲> ベートーヴェン：バレエ「プロメテウスの創造物」Op.43　序曲
 ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第４番 ト長調 Op.58（ピアノ独奏：鯛中卓也）
 ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第５番 変ホ長調 Op.73「皇帝」（ピアノ独奏：横山幸雄）
 ※曲目は変更になる場合がございます。

1.23木
Lコード ： 51779

Check!

2枚まで無料友

上馬場 啓介（サックス）新井 貴之（サックス） 水池 謙元（ピアノ）

サ  ク  ア  ス

＜出演＞ 指揮／髙谷光信　　ピアノ／酒井有彩　合唱／東京混声合唱団
東京混声合唱団と歌う会（本公演で東混と共演するために公募した市民合唱団）
＜予定曲＞ ■武満徹作曲「うた」より《明日ハ晴レカナ曇リカナ》《小さな空》
 ■信長貴富合唱作品を東京混声合唱団と歌う会と共に「群青」「夜明けから日暮れまで」
　　　　　　「くちびるに歌を」
 ■源田俊一郎作曲 混声合唱とピアノのための組曲「みどりの風に～平和・夢・未来～」
 ■東京混声合唱団愛唱歌より「君の隣にいたいから」「キセキ」「贈る言葉」「心の瞳」、
　　　　　　混声合唱曲集「かなしみはあたらしい」より《未来へ》　他

一般 2,500円　高校生以下 1,500円（各当日共）　ペア券 4,500円（前売のみ）

２Ｆホール  全席指定
15：00

Lコード ： 51977

一般 2,250円　高校生以下 1,350円　ペア券 4,000円友
※未就学児の入場はご遠慮ください。　※本公演は宝くじの助成を受けて実施しています。

後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

C
3.8日

代ぴ Web Ｐコード：166-344

東京混声合唱団 特別演奏会東京混声合唱団 特別演奏会
宝くじ文化公演 宝くじ文化公演 

東京混声合唱団東京混声合唱団

Check!

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：2月17日（月）から3月16日（月）

（土・日・祝等を除く。ただし2月24日（月）及び3月1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、会場内のパソコンやご自身のスマートフォンを
        使って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。

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!
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桂  

慶
治
朗

限定
200名

制作／三栄企画　協力／米朝事務所

限定300名

一般2,000円　高校生以下1,000円（当日各500円増）

２Ｆホール  全席指定
14:00

Lコード ： 56070

※未就学児の入場はご遠慮ください
※この公演は、宝くじの助成により入場料が特別料金になっています。

C

3.21土
代ぴ Web

Ｐコード：167-488

東京混声合唱団は1956年に創設された日本を代表するプロ合唱団で、東
京、大阪での定期演奏会を含めて年間150公演を行っている。すばるホール
には10年振り3回目となる今公演は、指揮に東京混声合唱団と数多く共演
し、2019年4月より東京混声合唱団の指揮者となった髙谷光信さんとピアノ
に「すばるイブニングコンサート」「すばるショパンフェスティバル」「ランチタ
イムコンサート」などすばるホールでおなじみの酒井有彩さんが出演し、合唱
の魅力を幅広い年齢層の方にお伝えすることができるコンサートです。

２０２０年はベートーヴェン生誕２５０年となるメモリアルイヤーです。今年は世界各
地でベートーヴェンの曲が絶え間なく演奏されることでしょう。
今回の「ザ・ベスト・コンチェルト２０２０」では、ベートーヴェンが創作の絶頂期に書い
た２曲のピアノ協奏曲をお届けします。この時期には、ピアノ・ソナタ「ワルトシュタイ
ン」「熱情」、ヴァイオリン協奏曲など、ベートーヴェンを代表する作品が次 と々生ま
れました。
ピアノ協奏曲第４番は物語を読み聞かせるような穏やかでドラマティックな曲想が
特徴です。また、ピアノ協奏曲第５番は「皇帝」の別名を持つ、優雅さとダイナミック
な表現を兼ね備えた名曲中の名曲です。
ピアノ協奏曲を2曲も聴けるこの機会をお聴き逃しなく。

©Yuji Hori

髙 谷 光 信
（指揮）

酒 井 有 彩
（ピアノ）

すばるクラシックファミリーコンサート

～ベートーヴェン生誕２５０年記念　ピアノ協奏曲の夕べ～
『ザ・ベスト・コンチェルト２０20』Check!

©飯島隆

永 峰  大 輔（指揮）

横 山  幸 雄（ピアノ）

鯛 中  卓 也（ピアノ）

大阪交響楽団（管弦楽）大阪交響楽団（管弦楽）

永峰大輔指揮・大阪交響楽団が、ベートーヴェンの２大ピアノ協奏曲に挑む。
ソリストには日本を代表する若き巨匠・横山幸雄と、新進気鋭の鯛中卓也（すばるユースアカデミー
講師）を迎え、ベートーヴェンの名曲に迫ります。

～永峰大輔指揮・大阪交響楽団が二人の
　　　　　ピアニストと共に２大ピアノ協奏曲に挑む～

東混が10年ぶりにすばるホールに登場！「未来へ」をテ
ーマにプログラミングされた珠玉合唱曲がすばるに響
き渡る。第1部では富田林市民を中心に集まった「東混
と歌う会」もステージを盛り上げる！合唱の魅力を存分
にお楽しみください。
指揮は2019年4月東混指揮者に就任した高谷光信が
タクトをとる。

12/15に髙谷光信先生をお迎えして「東混と歌う会」
の練習を行い、その際に、インタビューを行いました。イ
ンタビュー内容は、すばるホールＨＰで紹介しています。

～髙谷光信指揮、東京混声合唱団の特別演奏会のご案内～

すばるホール休館日のご案内

※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+600円で代金引換郵便のお届けが可能です。 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 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!

お問い合せ

【すばるホールH.P】
http://subaruhall.org/

TEL 0721-25-0222
FAX 0721-25-0550

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。

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 9:00～17:30
※休館日を除く。

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

2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 31

1月

C チケットぴあ 0570-02-9999ぴ

2020 January &
 February

□第64回りっくぷち寄席  初笑い！！寿寄席
●1月5日（日）  ●14：00開演（13：30開場）　●ホールM
●前売・指定席1,000円（当日200円増）未就学児入場不可
※前売券完売の場合、当日券の販売はございません。
●出演／林家花丸／桂文三／林家竹丸／林家染八
●チケット発売日／9月30日（月）9：00～
●取扱店／LICはびきの・すばるホール・SAYAKAホール・
ラブリーホール
●主催／羽曳野市

L IC はびきの

LICはびきの  TEL:072-950-5504（チケット専用）

□井上あずみ with 大阪交響楽団
●2月9日（日）  ●15：30開演（15：00開場）
●大ホール 全席指定
●一般4,000円　中学生以下2,000円（当日各500円増）
●予定曲／さんぽ、となりのトトロ、君をのせて、めぐる季節 ほか
※3歳未満のお子さまは膝上無料。（保護者1名につき1名）
※前売り券完売の場合、当日券はありません。
□大衆演劇　近江飛龍劇団特別公演
●2月26日（水）  ●1回目 13：00開演（12：30開場）  2回目 
17：00開演（16：30開場）  ●小ホール 全席指定
●一般2,500円（当日500円増）　
※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）

□第６７回らぶりい寄席  桂南光・三遊亭円楽  二人会
●3月8日（日）　●14：00（13：30開場）　●大ホール
●前売3,500円　当日4,000円（全席指定席・税込）
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。
●桂南光、三遊亭円楽、笑福亭喬介、菊地まどか（浪曲）

ラブリーホール

ラブリーホール  TEL:0721-56-9633（チケット専用）
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※混雑する時間は公演によって異なります。
※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。

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

 1[日] 第16回草笛の家作品展　テーマ「顔」 展示室 10:00～15:30 無料 マイウェイ福祉の会　草笛の家　村上昌徳／0721-90-3500
 4[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
 

 すばるスターウォッチングクラブ　星空観望会「月と春の星座を観察しよう」  18:30  すばるホール
 7[土]
  とんだばやし混声合唱団　練習 小ホール 19:30 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野／090-9110-7492

 8[日] すばるクラシックファミリーコンサート「ザ・ベスト・コンチェルト2020」 ホール 15:00  すばるホール

 5[日] 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
 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
 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
  

すばる寄席　桂文之助独演会 小ホール 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]
 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 ホール 13:00 5,500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 19:30 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野／090-9110-7492
 21[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
 22[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[木] すばるランチタイムコンサート　SAXASのニュークラシックコンサート  11:30 500円 すばるホール

  谷ノ上朋美 ひとり芝居＆講演会　旅立ちの詩～彼女たちの羅針盤～ 小ホール 15:15～16:45 無料 富田林市人権政策課／0721-25-1000（内線474）
 25[土] すばるスターウォッチングクラブ　星空観望会  

18:30  すばるホール
  「みえるかな？オリオン大星雲を探してみよう！」    
 26[日] 第40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
 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] 企業向けセミナー　～SDGｓと企業との関係について～ 小ホール 18:30 無料 富田林市企業人権協議会／0721-25-1000（内線481）
 
30[木]～2/2[日] 富田林市工芸協会会員展 展示室  無料 松澤政彦／0721-29-8325／090-8797-3127

4・7～11・14～18・21～25・28～31
7・9・14・16・21・23・28・30
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）

㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美　080-3868-4951
※会場はお問い合せください。13:15

19:30

7～10・14～17・21～24・28～31
火木/①9:20

　　　 ②10:30
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

ホール
（エリア限定）

プラネタリウム室
屋上広場

※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1,800円
ペア3,200円

おとな500円
こども250円

9:30～17:00
（最終日は16:00まで）

 
1[土]

 富田林市社会福祉協議会　法人化50周年記念福祉大会 ホール 9:45 無料 富田林市社会福祉協議会　河原／0721-25-8200
  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[日] 私の街でクラシックVol.27 「ハープデュオ　ファルファーレコンサート」 リハーサル室 14:00  すばるホール

 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

 7[金] すばる映画祭「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」    すばるホール

  宅建協会南大阪支部研修講演会　甦れ大楠公親子の絆大河へ　討論会 小ホール 13:00 無料（整理券） 宅建協会南大阪支部　中村／072-958-3005
 8[土] すばるイブニングコンサート　加古彩子　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 19:30 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野／090-9110-7492
  富田林市カラオケ連絡会　第26回発表会 小ホール 9:30 無料 富田林市カラオケ連絡会　米原国次郎／090-1911-7410
 9[日] 

劇団カッパ座富田林公演「オズのまほうつかい」 ホール   すばるホール

 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] 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

 19[水]～21[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　澤井勝／072-938-0791

 22[土] 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
 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
  令和1年度 くすのき塾社員総会 リハーサル室 13:20～15:00 会員限定 NPO法人シニア富田林くすのき塾　加藤一敏／0721-29-7001

 29[土]
 Ballet Studio Scintiller 25th Anniversary Performance

 ホール 15:30 3,500円 バレエスタジオ サンティエ 上田亜樹子／090-2709-6977
  ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ ｻﾝﾃｨｴ25周年記念公演 
  とんだばやし混声合唱団　練習 小ホール 19:30 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野／090-9110-7492

1・4～8・12・13・18～22・25～29
4・6・13・14・18・20・25・27
4・5・7・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）

㈱Ｂ・Ｎ・Ｈ　後田裕美　080-3868-4951
※会場はお問い合せください。13:15

19:30

4～7・11～14・18～21・25・26・28
火木/①9:20②10:30

水金/10:00
11（火祝）/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

プラネタリウム室
屋上広場

※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。

ホール
（1階席のみ）

一般1,000円
高校生以下500円

一般1,000円
割引900円

①10:30
②14:00

おとな2,500円
こども1,500円

おとな500円
こども250円

一般2,500円
高校生以下1,500円

ペア4,500円

①10:30
②14:30

9:00～20:00
2/21は15:00まで

（受付時間 9:00～17:30）
　　　　　※休館日を除く。

発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団
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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…

「バニーメロディー」
・カモミール
・クラリセージ
・マジョラム

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

1.9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）

2.13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）
3.21土

代 Web

プラネタリウム特別投映

Check!

すばるくんのオススメ
公演レポート

コンサート

Check!

私の街でクラシック Vol.27

ハープデュオ ファルファーレコンサート

演劇

Check!

星空シアター

小山茉美『日本神話イザナミ語り』

限定
80名

※未就学児の入場はご遠慮ください。

Lコード ： 55986

２Ｆリハーサル室 全席自由（スリッパにお履替えいただきます）
１４：００

2.2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

後援／公益財団法人日本文化興隆財団

演劇

Lコード ： 54431

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。願いが叶い、ドロシーは、
自分のお家に帰ることができるのでしょうか。

音楽をこれから始めようと考えているお子様や、もっと音楽を勉強したいと思っているお子
様が、音楽の歴史や効果について楽しく学べる音楽セミナーです。こどもたちの認知能力を
高める方法について、保護者の皆様もお子様と一緒に参加して学んでいただけます。

石黒加須美プロフィール
名古屋市立大学卒、指導歴30年以上。0歳
からの総合音楽教育を樹立、リトミック・音
感教育・ピアノレッスンを総合的に構築し、
生徒数400人以上の総合音楽教室「かす
みミュージックスクール」に発展させる。 ピ
ティナ・ピアノコンペティションでは26回指
導者賞を受賞。一般社団法人全日本ピアノ
指導者協会（ピティナ）評議員、コンペティ
ション審査員、ステップアドバイザー、名古
屋支部会長、一宮ステーション代表。

東京藝術大学器楽科ピ アノ専攻卒、イ
タリア 国立チェゼーナ音楽院 第II課程
首席卒業、名古屋音楽大学非常勤講 
師、かすみミュージッ クスクール講師

　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。指導や悩みごとなどについて仲間と話し
合ったり、お友達をつくったりしませんか。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。

日本人の文化の原点といえる日本神話。
声優・小山茉美による「日本神話イザナミ
語り」は、古事記上巻の天地開闢から大国
主神までを伊邪那美命が語るという設定
で展開します。
　「Dr.スランプ・アラレちゃん」のアラレ役
など数多くのヒット作のキャラクターを演
じ、報道番組やテレビ朝日「ポツンと一軒
家」のナレーションなどでも 知られる小山
茉美の「語り」は、神話の世界に誘（いざな）
い、日本人の「和のこころ」を伝えます。

東日本大震災の夜、大停電の被災地を満天の星が照らしていた。こんな星空を
今まで見たことがない ... 予想だにしない苦難とともに被災者たちが見上げたの
は、星空という名の「宇宙」だった―。 震災の星空と被災者たちとの繋がりを
描いた「星空とともに」の第二章となる、プラネタリウム版ドキュメンタリー作品。

2月7日（金）10時～整理券の配布を
開始します。（お一人様4枚まで。）
※定員になり次第受付を終了します。

出演団体
トミー塾／喜志・宮・旭・緑歌クラブ／
滝谷カラオケ同好会／ TDB カラオケ友の会／
美家／やまびこ／錦会

母が遺した“愛のかたち”に涙する！感動の実話。
母と別れて1年後に届いた、想像を超えた“驚くべき贈り物”と
は――

※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

3.20金㊗ ２Ｆリハーサル室 全席自由
14：00

おとな1,500円、こども（４歳～小学生） 1,000円、親子ペア2,250円（前売のみ）

おとな1,350円、こども900円、親子ペア2,000円友
代 Web ピティナウェブサイト（ピティナ会員のみ）

Check!Check!

コンサート

2.9日 ２Ｆ 小ホール 全席自由9：3０ 無料

代 Web
限定
１７０名※未就学児の入場はご遠慮ください。Lコード ： 56470

３Ｆプラネタリウム室  全席自由14：00

提供／仙台市天文台

３Ｆプラネタリウム室  全席自由

１１日 15:00 
14日・15日 17:00

3.29日

3.11水 ・ 14土 ・ 15日

3,500円（当日300円増） 3,200円友

代 Web出演　松村多嘉代（姉）・松村衣里（妹）

講師：石黒加須美（おはなし）、石黒美有（ピアノ）

予定曲
ムソルグスキー：「展覧会の絵」より
サン=サーンス：「動物の謝肉祭」より「水族館」
伊左治直：ポルボロン
川上統 ：アオスソビキアゲハ
辺見康孝：ゼフィルス　ほか

プラネタリウム

星空シアター

プラネタリウム震災特別番組『星よりも、遠くへ』

2.7金
２Ｆホール（1階席のみ） 全席自由
①１０：３０ ②１４：００（各回入替制）

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

Lコード ： 54039代 Web

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

加　古　彩　子
（大阪音楽大学１年）

2019ピティナピアノコンペティションG級銀賞

3.28土
神　原　雅　治

（菊里高等学校２年）

2019ピティナピアノコンペティションG級金賞

１F レストランすばる 全席自由17：00 6００円（当日200円増） 5００円友 代 Web※お土産つき

※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。 ※ドリンクサービスはありません。　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）

©宮川サトシ/新潮社　©2019「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」製作委員会

コンサート

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

1.18土

2.8土

講座

ピティナ・ピアノセミナー

兵庫県姫路市出身。
幼少より民謡を歌い始め「民謡の天才少女」と呼ばれ、
１１歳の時に「兵庫県日本民謡祭名人戦」にて史上最年
少優勝。
2005 年「おけさ渡り鳥」で演歌歌手デビューし、
2016 年「霧の川」、2017 年「佐渡の夕笛」が大ヒット。

２Ｆホール 全席指定
13：00

５，５００円（当日300円増）

５，０００円友
代ぴ Web C

Lコード ： 53954 Ｐコード：164-592

すばる映画祭 －Film Collection－

「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」
Check!

富田林市カラオケ連絡会

第２６回 発表会

主催/富田林市カラオケ連絡会

一般発売

1.8水
初日は電話予約のみ
友の会も同日

18：30（開場は15分前）

おとな 500円  こども 250円（4歳以上、中学生以下）

おとな 400円  こども 200円友

講師 那須香大阪天文台　中島健次先生

※曇天・雨天時は室内にて別プログラム　※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。

プラネタリウムで当日の
星空解説

望遠鏡の使い方と本日の
見どころを説明 屋上で観望会内容

3Fプラネタリウム室、4F屋上ひろば

Check!Check!Check!

代
限定各日60名

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5時30分（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」「Ｈ
Ｐ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

みえるかな？
オリオン大星雲を探してみよう！」 月と春の星座を観察しよう

1.25土 3.7土

Check!

限定各日170名

出演：安田顕、倍賞美津子、松下奈緒　ほか
監督・脚本：大森立嗣　　
原作：宮川サトシ「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと
　　　　　　　　　思った。」（新潮社刊）
上映時間：108分

3年連続 NHK 紅白歌合戦出場！

1.16木
３F 清光の間１０：00～正午

無料（当日、直接会場までお越しください）

イベント

「地元でしゃべろう」指導者交流会

主催：ピティナ富田林すばるステーション

2.8土
3F 展示室13：00 無料

イベント

芸能フェスティバル

主催／富田林市詩吟連盟・富田林市美術協会・富田林市日本舞踊協会・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・（公財）富田林市文化振興事業団

講座

すばるジュニア弦楽アカデミー 受講生随時募集

ジュニアアンサンブルコース
みんなで合奏しましょう

楽器 ヴァイオリン・チェロ　　曜日 土曜日の夕方
受講料 6000円　　対象年齢 小学生～高校生
講師 奥田章子　※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
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

演奏予定曲
ヘンデル ： シャコンヌ  ト長調  ＨＷＶ４３５
ショパン ： スケルツォ  第４番  ホ長調
 Ｏｐ.５４  他

演奏予定曲
J.S.バッハ ： パルティータ  第３番
　　　　　  イ短調  ＢＷＶ８２７
プロコフィエフ ： ４つの小品  Ｏｐ.４  他

第69回富田林市民文化祭　

～詩吟・日本舞踊・華道・書道・絵画・短歌のコラボレーション～

「高校演劇大会」
11月9日(土)と11月10日(日)の2日間、2Fホールで第69回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会を開催しました。
高校演劇大会では、役者だけではなく音響・照明や舞台転換なども高校生が主体になって一つの舞台を作り上げます
それぞれが全力を出しきって日々の努力を存分に発揮する様子はとても感動的でした。
今年の最優秀校は精華高校演劇部の皆さんでした、おめでとうございます！

「クリスマスツリーコレクション2019」
11月23日（土祝）～12月25日（水）の期間、クリスマスツリーコレクションを開催しました。
普段からすばるホールをご利用しているお客様や、施設運営にお力添えを頂いているボラン
ティア団体の皆さまが思い思いの飾りを持込み、当館が用意したツリーへ飾り付けをして頂
く企画です。
今回は13の団体の皆さまにご協力頂きました。ありがとうございました！
来年も実施する予定ですので、個人団体問わず興味のある方はどうぞお問い合せください。

観覧無料（要整理券）
観覧申込方法

約120分

約45分

みんなで行こう！みんなで行こう！ プ ラ ネ タ リ ウ ム 特 集

一般発売

1.15水
初日は電話予約のみ
友の会も同日※当日は動きやすい格好でお越しください。　※お子様は上履きをご持参ください。

※主に小学校１～２年生を対象とした内容ですが、４歳のお子様からご参加いただけます。

石黒美有
プロフィール

残席わずか

（開場は15分前）

プ ラ ネ タ リ ウ ム

1月13日投映終了

星空生解説付き約45分星空生解説付き約45分

約45分

星空生解説付き

星空生解説

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！

普段は触れることのできないプラネタリウム操作
を体験してみよう。
すばるホールのデジタルプラネタリウムを中心
に、マイクやポインターを使って操作体験！気分
はもう星空解説者！？

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。

当日の夜９時から翌朝にかけて観ることのできる、星空をご紹介します。
季節の星座や、時期に応じて月や惑星など、星空を堪能したい方におすすめの
番組です。

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

プラネタリウムの
操作を体験してみようちびまる子ちゃん

それでも地球はまわっている
太陽～私たちの母なる星～

ガオガオさんと公園に天の川を観察しに来た、しまじろう、みみり
ん、とりっぴい、にゃっきい。満天の星空に流れ星を見つけて喜ぶ
４人。そこに彗星の妖精セセが助けを求めてやってきます。どうや
ら双子のお兄さんススが小惑星に挟まって困っているようです。
彗星は流れ星を見せてくれる大切な存在です。このままでは流れ
星が見られません。しまじろうたちは、無事ススを救い、流れ星に
願い事をすることはできるのでしょうか？

しまじろうと
ながれぼしのねがいごと

星空散歩

プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム

プラネタリウム

プラネタリウム

1月4日（土）～13日（月祝）まで

太陽

時間

15:00

平日（火～金）

忍たま乱太郎

太陽

ちびまる子ちゃん

星空散歩

時間

10:00

11:00

13:00

14:30

土曜・日曜・祝日 1月18日（土）～3月15日（日）まで

しまじろう

時間

15:00

平日（火・木）

オデッセイ

時間

15:00

平日（水・金）

しまじろう 

ちびまる子ちゃん 

しまじろう 

オデッセイ 

時間

11:00

13:00

14:30

16:00

土曜・日曜・祝日

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

おとな 400円  こども 200円
友の会

・12月29日（日）～1月3日（金）［年末年始休館のため］
・平日月曜日［休館日のため］
・1月14日（火）～17日（金）［番組入替えのため］
・3月11日（水）［星空シアター 震災特別番組のため］
・3月29日（日）［星空シアター 日本神話イザナミ語りのため］

投映休止日

※年始は1月4日から開始します。
※12月28日までのプログラムは前号または
　ホームページをご覧ください。

○各プログラムは入替制です。
○各回10分前に開場します。（途中入場はできません。）

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

©Benesse　Corporation

©ESO/L.CALCADA/M.KORNMESSER

番組オリジナル
クリアファイル
プレゼント！

（開催日程）
1月25日（土）、26日（日）
2月22日（土）、23日（日）、24日（月祝）
3月21日（土）、22日（日）
各日程15:20～15:45の25分間、
各日1名様限定

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。

投映プログラム

「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…！？

（参加方法）
1月8日（水）10:00より電話にて参加受付致し
ます。
体験会は無料ですが、14:30のプラネタリウム

「しまじろう」（有料）をご観覧ください。投映終
了後に体験会を開催いたします。

プラネタリウム新番組 1月18日スタート！

星空生解説付き約45分

※小学生から中学生を対象とします。
　（未就学児の場合は保護者の同伴をお願いします。）

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


