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826askaのYoutube動画の総再生回数は１億回を突破！
チャンネル登録者は50万人以上（2020年6月現在）となった。
100万回を超える動画は20本以上という圧倒的人気を誇るプレ
イヤー！
2019年3月27日には、ヤマハミュージックコミュニケーションズ
よりメジャーデビューを果たし、10都市11公演の全国ツアーも
成功させた。
2020年3月25日には、自身初となるオリジナル曲を収録したCD
第2弾もリリース！
５歳からピアノを習い始め、８歳からエレクトーンを同時に習う彼
女が、動画投稿サイト「Youtube」に自身のエレクトーンの演奏動
画をアップし、2016年1月、STAR WARSの演奏がきっかけで人
気が上昇、TV番組でも取り上げられ、メディアやイベントでも活
躍する福井県在住のエレクトーンプレイヤー。
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Check!

２Ｆホール  全席指定
14：00

※未就学児の入場はご遠慮ください。

8.30日

3,500円（当日500円増）

3,200円友

代

4月25日（土）振替公演

4月15日（水）
振替公演

すばる映画祭 －Film Collection－

Check!

Check!

唯一無二の女優“樹木希林”の仕事、家族との関係、そして、何よりも大切にした日々の暮らし。
なりゆき人生から学ぶ、生きるヒント。珠玉のドキュメンタリー映画。

8.26水 ２Ｆホール（1階席のみ） 全席自由

①10:30 ②14:00 ③18:30（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

※整理券は8月18日（火）10:00から、すばるホールにて受付開始します。（初日は電話予約のみ）

※お一人様4枚まで

※混雑を緩和するため、18:30の回を追加しました。

代 Web

樹木希林追悼作品第４弾「樹木希林を生きる」

出演：樹木希林　　語り・撮影・監督：木寺一孝　　上映時間：108分

演出・脚本：乾寿々香
演出助手・脚本原案：神谷明日香（大阪芸術大学4回生）

©NHK

Check!11ぴきのねこはのらねこ、そしてみんな仲間。ある日、とらねこ大将がトラックを手に入れてきまし
た。11ぴきのねこは旅に出ることにしました。旅先で一軒の古い家を見つけ、誰も住んでいないよ
うなので掃除をして、「この家をわれわれのすみかにしよう！」と、ねこたちは大満足。翌朝、ぶたさん
が、ここは僕のおじさんの家ではないかと訪ねてきました。慌てたねこたちは知らないふり。そこ
で、ぶたさんは隣に家を建てることにしました。その様子を見たねこたちは・・・。

人形劇団クラルテ第 119回公演こどもの劇場

『11ぴきのねことぶた』

9.26土 ２Ｆホール　全席指定 
14：00（開場は45分前）

おとな 2,000円（中学生以上） こども 1,800円（３才～小学生） 親子ペア 3,600円
おとな 1,800円 こども 1,600円 親子ペア 3,200円友

原作：馬場のぼる（こぐま社刊）　脚色・演出／東口次登　人形美術／永島梨枝子
舞台美術／西島加寿子　音楽／一ノ瀬季生・茨木新平　照明／永山康英

※2才以下無料（おとな1名につき1名膝上鑑賞可、但し座席の必要な場合は有料）
※人形劇団クラルテ06-6685-5601（平日AM11:00～PM4:00）でも販売しています。

※当日券は販売いたしません。
　事前にご購入をお願いします。

©馬場のぼる/こぐま社刊

6月17日（水）
振替公演

高齢になるとほとんどの人が経験する様々な症状。
日々これらと付き合いながら、母の人生最終章を気持ちよく楽しく過ごしてもらうための方法を
模索しながら奮闘する家族の姿を約１年間にわたり記録したドキュメンタリー映画です。

10.23金 ２Ｆホール（1階席のみ）　全席自由
①１０：３０ ②１４：００ ③１８：３０（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　　※全回、日本語字幕付きで上映します。

Lコード ： 52180

「９９歳母と暮らせば」

監督：谷光章　　上映時間：92分

すばる映画祭 －Film Collection－

Check!

Web代

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。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。

１２.１３日 ３Ｆプラネタリウム室 全席自由
１４：００

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）

おとな 1,350円  こども 450円  親子ペア 1,620円友
※未就学児の入場はご遠慮ください。

Lコード ： 51328代 Web

Check!

一般発売

9.11金
初日は電話予約のみ

友の会発売

9.9水
初日は電話予約のみ

限定170名

講演テーマ／「天気予報のひみつ」

講師　坂 下  恵 理
（気象予報士、防災士、健康気象アドバイザー）

【出演番組】
ＮＨＫ大阪「ニュースほっと関西（月～金18：10～）」

ＮＨＫ総合「ごごナマ（金13：00～）」

代

講座

すばるジュニア弦楽アカデミー  受講生随時募集中 32 日のきづきちゃん
すばるオリジナルミュージカル卒業生による “演劇” 公演Vol.2

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18:00～19:00
受講料  6,000円（月3回）
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9,000円（月3回、グループレッスン、約60分）
　　　　　　　　　　　　  チェロ9,000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（ー・ーヴァイオリンのみ） 月額 受講料＋1,000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せください。

4
1

4
3

11：30

※未就学児の入場はご遠慮ください。　協力：公益社団法人大阪市音楽団

２Ｆホール（エリア限定）全席自由

SUBARU LUNCHTIME CONCERTSUBARU LUNCHTIME CONCERT Vol.6Vol.6
す　　ば　　る ラ　ン　チ　タ　イ　ム コ　ン　サ　ー　ト

平日のランチタイムをすばるホールで過ごしませんか。様々なアーティストが優雅なひとときをお贈りします。

Ｓｈｉｏｎサクソフォン・トリオコンサート
Check!

500円（当日共） 2枚まで無料友

代 Web Lコード ：56781

田端  直美
（アルト・サクソフォン）

髙畑  次郎
（テナー・サクソフォン）

井澤  裕介
（バリトン・サクソフォン）

ご招待受付：８月１１日（火）午後２時～
２Ｆ受付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。１会員につき２枚まで。
定員になり次第受付を終了します。）

すばる友の会招待公演

11.13金

出演
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
サクソフォン・トリオ

一般発売

8.11火
初日は電話予約のみ

曲目：高橋宏樹／アミューズメントパーク組曲
モーツァルト／ディヴェルティメント第２番
渡部哲哉／サクソフォン三重奏のための

「カプリッチョ」より  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。

私の街でクラシックVol.29

「ベートーヴェン」～生誕250年～
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29回目となる今回は、ウイーン古典派を代表する楽聖
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。神童としてスパルタで育つも若く
して聴覚を失い、数々の苦難を乗り越え、多くの傑作を残しました。
そんなベートーヴェンの名曲の数々をチェロとピアノの演奏とお話で
お楽しみください。

Check!

※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※座席の設定等についてはお問い合せください。

2Fホール 全席自由
14：0010.3土

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

Lコード ： 52321Web

予定曲目
・ヘンデルのオラトリオ「ユダス・マカベウス」から
 「見よ、勇者の帰還を」の主題による12の変奏曲 
・ピアノソナタ「熱情」より第1楽章
・チェロソナタ 第3番 イ長調 ほか
※曲目は変更になる場合がございます。

チェロ
奥田  なな子

ピアノ
中谷  政文

限定100名

限定300名
一般発売 8.5水

初日は電話予約のみ
10:00～ 友の会

も同日

演劇

ねえ、知ってる？
あのお月さまはここよりもキレイなどこかに繋がっていて強く願えば私も行けるんだって。
朝が来ない空。海に沈むこの村で思い出せるのは、返せないＣＤとあの時の月。
再会の雨と、あの子が作ったたまごサンド。

プラネタリウム室
①１３：００　②１６：００9.12土

限定各45名 無料（要整理券）

OSAKA SHION WIND ORCHESTRA

演奏会場となる「すばるホール」から配信します”

日本初！吹奏楽による迫力のサウンドで蘇る

「ドラゴンクエストコンサート」「ドラゴンクエストコンサート」
無観客

LIVE配信

【第1弾】8月2日(日) 15:00～「ドラゴンクエストⅠ～Ⅲ」
【第2弾】8月9日(日) 15:00～「ドラゴンクエストⅣ～Ⅵ」
【第3弾】8月15日(土) 14:30～「ドラゴンクエストⅦ・Ⅷ」
【第4弾】8月19日(水) 19:00～「ドラゴンクエストⅨ」

1公演券1,500円、4公演セット券4,500円（いずれもアーカイブ込）ぴ
アーカイブ期間  各公演放送終了後1週間
お問い合わせ先  Shionチケットセンター  フリーコール0800-919-5508(土・日・祝を除く10:00～17:30）
主催／公益社団法人大阪市音楽団　協力／公益財団法人富田林市文化振興事業団

5月21日(木)振替公演

指揮／渡邊一正

※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）

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!

OSAKA  TONDABAYASHI  CITY  CULTURAL  HALL  INFORMATION　すばるニュース　 発行／公益財団法人富田林市文化振興事業団
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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…

「The dawn of the cosmos」
（宇宙の夜明け）

・ブラックスプルース
・シダーウッド
・パチュリ

先着40名 約40分

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（当日券のみ）

10.3土

プラネタリウム特別投映

Check!

しまじろうと
ながれぼしのねがいごと

プラネタリウム
ちびまる子ちゃん

それでも地球はまわっている

プラネタリウム

©Benesse　Corporation

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた中止公演
日 程 事 業 名

※7月15日時点での情報です。今後の状況により延期または中止事業が
　追加になる場合がございますのでご了承ください。

日 程 事 業 名

※チケットは当日17時より券売機で販売します。

プ ラ ネ タ リ ウ ム

★プラネタリウムご入場時は、必ず手指の消毒をお願いします。

★ご入場時に体温と健康状態のチェックをさせていただきま
す。発熱、風邪症状のある方はご入場いただけません。

★お互いに距離をとっていただくため、各回の定員を制限させ
ていただきます。

★ご家族であっても座席が離れますのでご了承ください。（幼児
の膝上鑑賞は除きます。）

★必ずマスクの着用をお願いします。未着用ではご入場いただ
けませんのでご了承ください。（乳幼児等を除きます。）

　新型コロナウイルス感染予防
のため、当面プラネタリウムのご
観覧を事前予約制とさせていた
だきます。8/8～30（投映休止日
を除く）の観覧は事前にお電話に
てご予約下さい。

ご入場時におきましては以下の点について
ご理解とご協力をお願いいたします。

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

プラネタリウムのドームスクリーンに絵本を大きく映してみんなで絵
本を読もう！小さなお子様がたくさん参加していただける催しです。
※新型コロナ感染予防のため、定員を60名に制限しています。予約の必要はあ
りませんが、可能な限り親子1組2名程度（膝上鑑賞の乳児は除く）でのご来場
にご協力ください。

10：30（開場は15分前）8.13木

since 2009

プラネ　　えほんde
プラネ

タリウムで絵本を読もう！

7月～8月 すばる演劇フェスティバルアマチュア劇団公演
8月2日（日） すばるキッズアートフェスティバル2020
9月5日（土） 南河内JAZZフェスティバル2020 富田林”星空”STAGE
9月13日（日） 第70回富田林市民文化祭「コーラス・フェスティバル」
9月26日（土） 第70回富田林市民文化祭「市民川柳大会」
10月4日（日） 第70回富田林市民文化祭「三絃・箏・尺八演奏会」

10月4日（日） 第70回富田林市民文化祭「謡曲大会」
10月11日（日） 第70回富田林市民文化祭「市民吟詠大会」
10月8日（木）～11日（日） 第70回富田林市民文化祭「市民美術工芸展」
11月3日（火祝） 第70回富田林市民文化祭「市民舞踊会」
12月13日（日） 富田林市制施行70周年記念「富田林700人の第九」

星空シアター “Lite” Bisco.Maruono ☆ SHINO

～宇宙（うみ）のほとりで～

3Ｆプラネタリウム室（公演時間 約60分）
18：30（開場は20分前）

一般 1,000円（入場整理番号付） 900円友

※座席の設定等についてはお問い合せください。※電子ピアノでの演奏となります。
※小さなお子様の鑑賞には保護者の方がご配慮をお願い致します。
※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、各種対策や制限を設けさせていただく場合があります。

代

限定各40名（予定）発売数に関しては変更する場合があります。

9.18金
Vol.1

12.18金
Vol.2

3.19金
Vol.3

©さくらプロダクション／日本アニメーション

Check!

Bisco. Maruono（ピアノ） SHINO（篠笛）

星空生解説付き約45分 星空生解説付き約45分

夏休みプログラム【8月8日（土）～30日（日）】
各回限定50名

しまじろう

ちびまる子ちゃん

しまじろう

時間

10:00

13:00

15:00

番　組　名

おとな 500円  こども 250円
こどもは4歳以上中学生以下

観覧料

おとな 400円  こども 200円友の会

・平日月曜日［休館日のため］
・８月13日（木）10:00の回［プラネdeえほんのため］　
・9月10日（木）～12日（土） [演劇公演のため]

○各プログラムは入替制です。
○各回15分前に開場します。（途中入場はできません。）

※各プログラムは入替制です。途中入場はできません。
※満席の場合はご入場頂けませんのでご了承ください。
※夏休みプログラム実施期間は団体投映を休止いたします。ご了承ください。

投映
休止日

投映プログラム

幾千万の星の輝きのようなピアノと心にささる一筋の流星のような篠笛で贈る・・・
満天の星と心の癒しへ誘う音楽。「星明りのみでの演奏」を基本に、果てしなく
星空との融合を目指す新しいコンサートシリーズ

Bisco. Maruono ☆ SHINO
2016年結成　Foresticsとして様々な
イベントで活躍中のピアノと篠笛のユニ
ット。数多くのイベント、フェスティバル
出演から、神社・寺院での音楽奉納まで
つとめる神秘的な音楽性に、出演依頼が
絶えない、今、話題のユニット。2020年、
ユニット名をBisco.Maruono☆SHINO
として活動を拡げる。

3月29日（日）振替公演

Check!

星空シアター

小山茉美『日本神話イザナミ語り』

後援／公益財団法人日本文化興隆財団

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。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

３Ｆプラネタリウム室  全席自由
14：0010.25日

3,500円（当日300円増） 3,200円友 Lコード ： 56470代 Web

限定170名

字幕付投映 8/9.10 実施します！

8月8日（土）より
夏休みプログラムとして
一般投映を再開します！

先着60名

コロナに負けるな！ 特別企画！

大ホールのピアノを
弾いてみませんか
ホール（８００席）の舞台に２台のフルコンサートピアノを
設置します。
本格的なステージで練習をしてみませんか。
期間限定特別料金！

対　　象 ピアノの個人練習または弦楽器等とのアンサンブル
 ※発表会及び営業目的としてのご利用はできません。 
 設置ピアノ・ＳＴＥＩＮＷＡＹ Ｄ－２７４ ・ＹＡＭＡＨＡ ＣＦⅢ
貸出日時 8月4日（火）～7日（金）10:00 ～ 19:00　
 （30分単位の貸出、1日最大2時間まで。4日は13：00～）
利用料金 1,500 円／30分（ホール、ピアノ代込）
利用人数 1申込につき5名まで
注意事項 ピアノ移動不可、蓋は全開固定。特殊奏法禁止。 
 観客入場不可。
申　　込 受付中／利用日前日の17時までチケット専用
 ダイヤルで受付。
そ の 他 市内在住・在学の高校生以下は期間中1回無料！
 ※無料は個人利用限定。教室での参加、指導等  
 がある場合は除く。

事前予約制

※字幕投映はFAX予約可。希望日時、氏名、連絡先、人数をFAX（0721-25-0550）にて前日17時までに送信してください。

プラネタリウム観覧
事前予約制のご案内

◆観覧希望日の前日までに電話予
約してください。（0721-26-2060
／休館日を除く、午前9時～午後5時
まで）定員50名に達した場合は予約
受付終了となります。
◆観覧当日の時間前に2階受付カウ
ンターにてチケットのご精算と受取
をお願いします。
投映が開始されると途中入場できま
せんので、お早めにお願いします。

予約方法

市内
高校生以下
無料！

（販売所によりお取り扱いしていない公演がございます。）

チケット販売所
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。すばるホール（チケットカウンター）0721-26-2060

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 0721-53-2480SAYAKA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
CNプレイガイド 0570-08-9999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。

チケットぴあ 0570-02-9999

【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。

近隣ホールチケット情報（前売券）

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

受付時間 9:00～17:30※休館日を除く。

※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。

（受付時間 9:00～17:30） ※休館日を除く。

すばるホール休館日のご案内
休館日

 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
 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

8月
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□冨田一樹　オルガン・レクチャーコンサート
「バッハの名曲、色んなパイプで聴き比べ」
様々な音色を表現するパイプオルガン。
その音色を作る仕組みや、バッハが求めたパイプの音色について、バッハ国
際コンクールで日本人として初めて優勝した冨田一樹がわかりやすく解説
●9月6日（日） ●14：00開演（13:15開場）～15：45終了予定 ●1ＦホールＭ ●出
演／冨田　一樹　●前売・自由席2,000円（当日300円増／未就学児童入場不
可） ●予定曲／フーガ ト短調BWV578「小フーガ」/J.S.バッハ目覚めよと呼ぶ声あ
り BWV645/J.S.バッハ 他 ※都合により演奏曲が変更になる場合がございます。
●チケット発売日／8月8日（土）9:00～　●主催／㈱みのりの里

TEL:072-950-5504（チケット専用）LIC はびきの
□さやか寄席　桂米朝一門会
●１１月１８日（水）14：00開演（13：30開場）※８月１６日（日）の振
替公演です。
●大ホール（全席指定）
●一般３，７００円（当日５００円増）
●出演／桂ざこば、桂南光、桂米團治、桂吉弥、桂ひろば、
桂慶治朗
●未就学児童の入場不可。前売り券完売の際、当日券はござい
ません。

TEL:072-365-9590（チケット専用）SAYAKAホール
□奥河内音絵巻２０２０～日月山水図の謎～
●＜3回公演＞　９月１２日（土）　①19：00開演（18：30開場）
９月１３日（日） ②11：00開演（10：30開場）　③15：00開演（14：30開場）
●小ホール　●前売2,500円  当日3,000円（全席自由席・税込）各回限定200名
※6歳未満入場無料（お席が必要な場合は事前にラブリーホールへ要申込み）
●公演概要／国宝「日月四季山水図」の謎に迫る光と音で綴る体験型エンターテイメント
サキタハヂメ（芸術監督・作曲）、酒井敦美（光の切り絵作家）、小林泰三（デジタル復元師）
●演奏／奥河内音絵巻2020スペシャルバンド（サキタハヂメ、大森ヒデノリ、えぐち
ひろし、池田安友子、山下憲治、上沼健二、森 崇、大嶋奈央子） 
●出演／真言宗河内真和会（声明）、ラブリーホール・ミュージカルスクール、ラブリーホール伝統
音楽教室、ラブリーホールのこぎり音楽教室＆チームのこぎり、オッカサン＆オカンテレ愛好会 他

TEL:0721-56-9633（チケット専用）ラブリーホール

※8/12～16はお盆のため、17:30で閉館します。
※新型コロナウイルス関連の今後の状況により臨時休館する場合がございます。ま

た、夜間のご利用がない日は17:30をもって夜間閉館する場合がございますの
で、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

●必ずマスク着用でご来場ください。●体調不良や発熱のある場合はご来場をお控えください。●大阪府が導入する「大阪コロナ追跡システム」へのご登録を
お願いします。又は、参加者名簿にご記入をお願いします。●入場方法や観覧方法等について、制限を設けさせていただく場合がございます。●すばるニュー
ス掲載の事業は状況により急遽中止又は延期となる場合がございますので、事前にＨＰでご確認いただくか、お問い合せいただきますようお願いいたします。

※

※

※ ※ ※

新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策に関するお願い


