
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。

Lコード ： 52617

※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※未就学児の入場はご遠慮下さい
※座席の設定等についてはお問い合せください。制作／三栄企画　協力／米朝事務所

1.9土
令和３年

©Hikaru Hoshi ©武藤章

Check!

すばるイブニングコンサート５０回突破記念

出演／桂文之助　≪演目≫「百年目」「ふぐ鍋」他１席

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
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。

Vol.6  Ｓｈｉｏｎサクソフォン・トリオコンサート Vol.7　伊藤ケイスケ  津軽三味線演奏会
Check! Check!

Check! 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）

桂　二葉 喜味家たまご（三味線放談）

井澤  裕介
（バリトン・サクソフォン）

ご招待受付：１０月２１日（水）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
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。

曲目／津軽じょんから節、こきりこ節、紅蓮(オリジナル)　他
※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。

2021年秋、「第１８回ショパン国際ピアノコ
ンクール」がポーランドの首都ワルシャワで
開催されます（2020年秋から延期）。
今回、「すばるイブニングコンサート」の歴
代出演者で予備予選を通過した、水谷桃子
さん、東海林茉奈さん、三好朝香さん、３名
のコンテスタントがコンクールに先駆けて
課題曲でもあるショパンのピアノ協奏曲を
角田鋼亮指揮、大阪交響楽団と共演します。
また、ゲストには2007年ロン＝ティボー国
際コンクール第１位の田村響さんをお迎え
します。
※5月16日の振替公演です。振替に伴い、
出演者が角野隼斗さんから三好朝香さんに
変更になりました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、原則1席ずつ間隔を空けて販売させて
いただきます。そのため、席数は380席に限
定させていただきます。なお、今後対策が
緩和された場合には、現在販売対象外の座
席を追加販売させていただくことがござい
ますので、あらかじめご了承をお願いいた
します。

『私の街でクラシック』シリーズとは？
身近に気軽にクラシックを・・・というコンセプトに始まったシリーズコンサート。
第30回目となる今回は、国内外で幅広く活動している話題のピアノアンサンブルユニットCollage 
Piano～コラージュ・ピアノによる6手30指が織りなす魅惑のアンサンブルをお楽しみいただきます。
共通の時期に共に学んだ音楽ベースをもつ3人による聴いて楽しい、観ても楽しい、そんなピアノアンサ
ンブルの世界をお楽しみください。

『私の街でクラシック』シリーズとは？
身近に気軽にクラシックを・・・というコンセプトに始まったシリーズコンサート。
第30回目となる今回は、国内外で幅広く活動している話題のピアノアンサンブルユニットCollage 
Piano～コラージュ・ピアノによる6手30指が織りなす魅惑のアンサンブルをお楽しみいただきます。
共通の時期に共に学んだ音楽ベースをもつ3人による聴いて楽しい、観ても楽しい、そんなピアノアンサ
ンブルの世界をお楽しみください。

限定300名

11：30

※未就学児の入場はご遠慮ください。

２Ｆホール（エリア限定）全席自由
500円（当日共）

代 Web

Lコード ：52901

令和３年1.22金
限定300名

限定200名

限定100名

5月21日(木)振替公演

すばるくんのオススメ

すばる寄席

桂文之助独演会桂文之助独演会

『Collage Piano』
～コラージュ・ピアノ～～コラージュ・ピアノ～

6手30指が織りなすピアノアンサンブル6手30指が織りなすピアノアンサンブル

一般 1,800円（当日200円増）　ペア 3,400円（前売のみ）一般 1,800円（当日200円増）　ペア 3,400円（前売のみ）

４Ｆ銀河の間  全席自由
14：00（開場は45分前）

一般 1,600円　ペア 3,000円一般 1,600円　ペア 3,000円友

代 Web Lコード ： 52828
12.5土

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

2Fホール  全席自由
14：00

一般   900円　高校生以下 450円一般   900円　高校生以下 450円友

代 Web

一般発売 9.16水
初日は電話予約のみ

友の会
も同日

一般 2,500円　高校生以下 1,500円（各当日共）

２Ｆホール  全席指定
15：00

Lコード ： 52341
一般 2,250円　高校生以下 1,350円友

※未就学児の入場はご遠慮ください。　※この演奏会は、競輪の補助を受けて開催します。
主催／公益財団法人富田林市文化振興事業団、公益財団法人日本交響楽振興財団
協力・後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）　協賛／大和ハウス工業株式会社

C

1.16土
代ぴ Web Ｐコード：185-499

一般発売

10.7水
初日は電話予約のみ

友の会発売

9.30水
初日は電話予約のみ

第１８回ショパン国際ピアノコンクール壮行演奏会第１８回ショパン国際ピアノコンクール壮行演奏会
管弦楽／大阪交響楽団管弦楽／大阪交響楽団©飯島隆

指揮／角田鋼亮 ピアノ／水谷桃子 ピアノ／東海林茉奈 ピアノ／三好朝香 ピアノ／田村響（ゲスト）

<演奏予定曲>
　ショパン：ピアノ協奏曲第１番　ホ短調　Ｏｐ.１１（水谷、東海林、三好）
　ショパン：ピアノ協奏曲第２番　ヘ短調　Ｏｐ.２１（田村）
　※曲目は変更になる場合がございます。

令和３年

※曲目は変更になる場合がございます。

予定曲目
・バーンスタイン：キャンディード序曲
・チャイコフスキー：「バレエ組曲」くるみ割り
　人形 Op. 71aより
　トレパック、行進曲、花のワルツ
・ブートリー：打ち上げ花火
・シューベルト：2つのレントラー D.618
・ラヴェル：ラ・ヴァルス

私の街でクラシックVol.30私の街でクラシックVol.30
藤井  快哉中井  由貴子 鈴木  華重子

一般発売 10.2金
初日は電話予約のみ

友の会
も同日

一般発売

10.21水
初日は電話予約のみ

すばるホールから国際コンクールの舞台へ。

2枚まで無料友

※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。
※新型コロナウイルス対策等によりイベントが中止又は延期になる場合がございますのでご注意ください。

※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）

EVENT CALENDAR

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!
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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

9&10 2020
September &
         October

【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

0721-26-2060チケット専用 受付時間 9:00～17:30※休館日を除く。
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。

チケット
発売に
ついて

※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 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

（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
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リ
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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。　●チケット発売中　●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　春風亭一之輔独演会
●１０月１８日（日） １4：0０開演（１3：15開場）　
●大ホール（全席指定）
●一般３，６００円（当日５００円増）
※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。
※コロナウイルス感染症予防策として、座席の間隔を空けて
　おります。

TEL:072-365-9590（チケット専用）SAYAKAホール
□石川さゆりコンサート2020
●＜2回公演＞12月5日（土）【昼の部】13:00開演（12:30開場）
　　　　　　　　　　　　【夜の部】17:00開演（16:30開場）
●大ホール
●料金／Ｓ席7,500円　Ａ席5,500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。
●一般チケット発売日／9月27日（日）10:00～

TEL:0721-56-9633（チケット専用）ラブリーホール

※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

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
11月  November

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

 5[土] 南河内JAZZフェスティバル2020　富田林”星空”STAGE - - - すばるホール
 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
 12[土] すばるｵﾘｼﾞﾅﾙﾐｭｰｼﾞｶﾙ卒業生による”演劇”公演Vol.2 「32日のきづきちゃん」 プラネタリウム室 ①13:00 ②16:00 無料（要整理券） すばるホール
 13[日] 第70回富田林市民文化祭「コーラスフェスティバル」 - - - すばるホール
 18[金] 星空シアター ”Lite” Bisco.Maruono ☆ SHINO ～宇宙（うみ）のほとりで～ プラネタリウム室 18:30 1,000円 すばるホール
 21[月祝] 新婦人まつり　サークル発表と体験。手作り作品の展示 小ホール 13:00～ 無料 新日本婦人の会 富田林支部 高田／0721-24-3209／090-6731-5734
 

 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』 ホール 14:00  すばるホール
 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
  第70回富田林市民文化祭「市民川柳大会」 - - - すばるホール
 27[日] 星空シアター特別編プラネタリウム震災特別番組「星よりも、遠くへ」 プラネタリウム室 17:00 無料（要整理券） すばるホール
 

 1[日] すばるスターウォッチングクラブ～星空観望会～「月と火星を観察してみよう」 プラネタリウム室他 18:30 おとな500円 こども250円 すばるホール
 3[火祝] 第70回富田林市民文化祭「市民舞踊会」 - - - すばるホール
 7[土]・8[日] 大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会（※無観客予定） ホール 未定 - すばるホール
 8[日] 第24回くれよんピアノ音楽教室発表会 小ホール 13:00 無料 稲田和恵／090-7111-8089

5・12・19・26
1・4・8・11・15・18・25・29

9:45
19:30

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）

㈱BEATSTREX CORPORATION　後田裕美／080-3868-4951
※会場はお問い合せください。

1～4・8～11・15～18・23～25・29・30 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

※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。

  
私の街でクラシックVol.29 「ベートーヴェン」～生誕250年～ ホール 14:00  すばるホール

 3[土]
  星空アロマ ～Starry Aroma～ 「The dawn of the cosmos」（宇宙の夜明け） プラネタリウム室 18:00 500円 すばるホール
  第70回富田林市民文化祭「三絃・箏・尺八演奏会」 - - - すばるホール
 4[日] 第70回富田林市民文化祭「謡曲大会」 - - - すばるホール
  星空シアター特別編プラネタリウム震災特別番組「星よりも、遠くへ」 プラネタリウム室 17:00 無料（要整理券） すばるホール
 8[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［木］～11[日] 第70回富田林市民文化祭「市民美術工芸展」 - - - すばるホール
 11[日] 第70回富田林市民文化祭「市民吟詠大会」 - - - すばるホール

 23[金] すばる映画祭　「99歳母と暮らせば」 ホール（1階席のみ）   すばるホール

 24[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
 24[土]・25[日] 第70回富田林市民文化祭「茶華道大会」 - - - すばるホール
 25[日] 星空シアター　小山茉美『日本神話イザナミ語り』 プラネタリウム室 14:00 3,500円 すばるホール

10・17・24・31
2・6・9・13・16・20・23・27・30  

9:45
19:30

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）

㈱BEATSTREX CORPORATION　後田裕美／080-3868-4951
※会場はお問い合せください。

1・2・13・15・16・18・22・23・25・27～30
火木/①9:20②10:30

水金/10:00
18(日)・25(日)/10:00

①10:30
②14:00
③18:30

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

※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。

おとな2,000円
こども1,800円

親子ペア3,600円

一般1,000円
高校生以下500円

一般1,000円
割引900円

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

中 止

「コロナ禍での取り組みについて」
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、すばるホールにおいても数多くの公演が中止・延期になり、公演を楽しみにしてくださっている皆様には大変なご迷惑をお
かけいたしております。
　現在、すばるホールでは各施設の定員をソーシャルディスタンスに配慮できる規模（定員の５０％程度）に縮小して施設の貸出を行っています。
　また、イベントにおきましては各種対策を講じながら徐々に再開しています。
　この間、すばるホールではコロナ禍でも実施できる事業に取り組んでまいりました。コンサート用グランドピアノ２台（スタインウェイＤ２７４／ヤマハＣＦⅢ）を低料金で
利用できる「大ホールのピアノを弾いてみませんか」の他に、文化芸術振興パートナーシップ協定を結んでいる「オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ」による“ドラゴン
クエストコンサート”では、全９作品のシリーズを４日間に渡りすばるホールからＬＩＶＥ配信いたしました。また、夏休みをお家で過ごしているファミリー向けに「ケロポンズ
おやこコンサート」の無料配信をいたしました。さらに、１０月には一般社団法人全日本ピアノ指導者協会の「ピティナ・ピアノ曲事典オーディション」の演奏会場（全国８会
場の一つ）として、公開収録会を中継します。
　また、すばるホールの公式ツイッターでは、関係者及び関係団体の配信イベントの情報などもご提供していますので、ご興味のある方はぜひフォローしてくださいね。 OSAKA SHION WIND ORCHESTRA ドラゴンクエストコンサート（無観客LIVE配信）

開 催 イ ベント のご案 内



私の街でクラシックVol.29
コンサート

「ベートーヴェン」～生誕250年～

人形劇団クラルテ第 119 回公演こどもの劇場
演劇

『11ぴきのねことぶた』
富田林歴史講座　ええとこ富田林

『富田林～自然と文化、その歴史』

Check!

コンサート

角渉トリオ ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ ２０２０ 『Ｔｈｅ ＲＩＤＥ』
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（当日各200円増） 一般 900円　高校生以下 450円友

Lコード ： 52321Web

限定100名

限定300名 限定300名

限定100名

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。

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「Ｔｈｅ ＲＩＤＥ」より 他
※曲目は変更になる場合がございます。

チェロ  奥田  なな子

角 渉（Ｐｆ） 中島 拓人（Ｂａ） 藤木 亨（Ｄｓ）

外部リンク【一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）】

ピアノ  中谷  政文

「９９歳母と暮らせば」
すばる映画祭 －Film Collection－

Check!

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。

　今秋、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会による「ピティナ・ピアノ曲事典オーデ
ィション」が発足します。このオーディションの発足を記念して、ピアノ愛好家からひとき
わ愛される作曲家・ショパンの命日である10月17日（土）に、全国8か所でＹｏｕＴｕｂｅラ
イヴによるイベント「ショパンの日」が開催されます。大阪では『すばるホール』が会場と
なり、演奏を中継します。
　音楽界の第一線で活躍する選者から演奏へコメントがもらえる＆ライヴ出演で自分
の演奏を残せる貴重な機会です。賞を受ければピティナ・ピアノ曲事典で恒久的に演
奏動画が紹介、顕彰されます。お好きな曲の演奏を通じて、ピアノ文化
をご一緒に盛り上げていきませんか？
　お申し込みはピティナ・ホームページにて受付中（～9/18（金）まで）。
詳細は以下のウェブサイトでご確認ください。

富田林に住んでいるが、富田林の事をあまり知らない、そんなあなたに改めて富田林の事
を知っていただける講座です。

　また、ＹｏｕＴｕｂｅピティナピアノチャンネル（https://www.youtube.com/user/ptna）
では、皆様のご視聴をお待ちしております。プログラム等の詳細については、すばるホール
までお問い合せいただくか、ピティナ・ウェブサイトにてご確認をお願いいたします。
※コロナウイルス感染防止対策の為、無観客開催、入場制限等の措置をとらせていただく可能性がござ
いますので、あらかじめご了承をお願いいたします。

https://research.piano.or.jp/topics/2020/07/enc_audition_1.html

監督：谷光章　　上映時間：92分

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 ： 52180Web代

「いつかのふたり」
すばる映画祭 －Film Collection－ 特別編

Check!

レザークラフトを通して母と娘の気持ちの繋がりをコミカルに描く
親子協奏曲！

「あたしずっと母さんの心配し続けなきゃいけないの？」

人気急上昇中のピアノＹｏｕＴｕｂｅｒ“スミワタル（角
渉）”率いるピアノトリオ。
今回は、様々な乗り物を通じての感動や興奮、そ
こから生まれるドラマをコンセプトに、これまでの
集大成のようなアルバム『Ｔｈｅ　ＲＩＤＥ』を発表、
全世界に向け配信でのリリースをします。
情景豊かなオリジナル曲を変幻自在・迫力満点・
息の合った演奏で、アトラクションに乗ったときの
ような、感動と興奮をお届けします！！
来場者全員に限定オリジナルグッズをプレゼント！！

出演：中島ひろ子、南乃彩希　ほか
脚本・監督：長尾元　企画・製作：有限会社DMC’S
上映時間：98分

監督・長尾元氏の舞台挨拶を開催します。

富田林市出身の映画監督・長尾元の
劇場用映画デビュー作品。

12.11金 ２Ｆホール　全席自由
１４：００（開場は４５分前）

一般 1,000円 　割引 900円
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
※混雑を回避するため当日券は販売いたしませんので、公演前日までにご予約をお願いいたします。

Lコード ： ５２４９０Web代

11.23月㊗
２Ｆホール 全席指定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

Web代

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・・・。

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

４５０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

講師　林　保夫（大阪府文化財愛護推進委員、富田林市文化財保護審議会委員）

※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）※次回講座予定 2021年2月中旬

主催／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会
協力／公益財団法人富田林市文化振興事業団、ピティナ富田林すばるステーション

※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

©2019　DMC'S

代
※お一人様4枚まで

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）
キャスト：中村美月、あっちゃん、
　　　　　伏井舞美、藤井媛之

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
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。

富田林市制70周年を記念して富田林市では令和3年3月31日までの期間、市
ウェブサイトのトップページ「Topics トピックス」のコーナーで皆様からの「写
真」「コメント」を掲載しています。70周年のお祝いや、今後の抱負、またコロナ
に負けない意気込みなどのコメントをお写真と共にお寄せください。

お問い合せ
富田林市役所市長公室都市魅力課
電話 0721-25-1000（内線 326）
Email seventy@city.tondabayashi.lg.jp

【お知らせ】 11/7・8 第70回大阪府高等学校演劇研究大会H地区大会は無
観客又は関係者のみで開催予定です。

【募集対象】 市民をはじめ市内でご活躍されている
 団体・企業、個人のどなたでも

【コメント】 50 文字程度（写真 1 点）
【応募方法】 下記応募フォームからご応募ください。
URL https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/message-page/44485.html

プラネタリウム室
①１３：００　②１６：００

9.12土 限定各45名

無料（要整理券）

２F小ホール  全席自由
１３：３０11.22日

５００円（当日共）

Check!

講座

すばるジュニア弦楽アカデミー  受講生随時募集中

ジュニアアンサンブルコース
みんなで合奏しましょう

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

講座

講座

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

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」
「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

一般発売 10.9金
初日は電話予約のみ

友の会
も同日

代

一般発売

9.23水
初日は電話予約のみ
友の会も同日

一般発売

9.16水
初日は電話予約のみ
友の会も同日

Check!

「コロナを乗り越えよう！
みんなで一緒に～70周年
みんなのメッセージ～」大募集！

※未就学児の入場はご遠慮ください。

みんなで行こう！みんなで行こう！ プ ラ ネ タ リ ウ ム 特 集
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

星空生解説付き約45分

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）9.10木
10.8木

since 2009

プラネ　　えほんde
プラネ

タリウムで絵本を読もう！

先着60名
定員に関しましては
変更する場合があります。

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。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

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～）」

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。
※ソーシャルディスタンスに配慮した座席数に達し
　たため、販売を一時見合わせています。

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

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 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
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

Bisco. Maruono（ピアノ） SHINO（篠笛）

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。

©さくらプロダクション／日本アニメーション

★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。）

ご入場時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。

　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ので、前日ま
でにお電話にてご予約をお願いします。
また、ソーシャルディスタンスの観点か
ら、各回の定員を50名に限定させてい
ただいておりますのでご了承ください。

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

しまじろうと
ながれぼしのねがいごと

天文台の星空
プラネタリウムプラネタリウム プラネタリウム 幼児用プラネタリウム

©Benesse　Corporation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

たいようくんと
おつきちゃん

星空生解説付き約40分

限定50名
発売数に関しましては
変更する場合があります。

限定50名
発売数に関しましては
変更する場合があります。

販売見合わせ中

9月27日まで

9月1日（火）～27日（日）

天文台の星空
時間

15:00
平日（火・木）

ちびまる子ちゃん
平日（水・金）

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

土曜・日曜・祝日 

9月29日（火）～11月3日（火祝）

天文台の星空
時間

15:00
平日（火～金）

オデッセイ 
たいようくんとおつきちゃん（幼児用） 
しまじろう
 

時間
10:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日

事前予約制　各回限定50名

・平日月曜日［休館日のため］
・9月10日(木)～12日(土)［演劇公演のため］

投映
休止日

※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。
※各回15分前に開場します。(途中入場はできません)

おとな 500円  こども 250円

団体予約・割引

観覧料 おとな 400円  こども 200円友の会

© P.Horalek/ESO
© ESO/NASA/GSFC/Th.Matsopoulos

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。

提供／仙台市天文台

３Ｆプラネタリウム室１７：００（開場は15分前）

9.27日 ・ 10.4日

星空シアター特別編

プラネタリウム震災特別番組『星よりも、遠くへ』
すばるスターウォッチングクラブ～星空観望会～

『月と火星を観察してみよう』

限定各日50名

申込方法　すばるホールにて整理券を配布します。
　　　　　　（電話予約可、お一人様4枚まで）
　　　　　　　※定員になり次第受付を終了します。

観覧無料（要整理券）

3Ｆプラネタリウム室、4Ｆ屋上ひろば
18：30～20：3011.1日 

おとな 500円　こども 250円（4歳以上、中学生以下）

予約開始

9.5土
初日は電話予約のみ

おとな 400円　こども 200円友
【定　員】限定40名（定員に達した時点で受付終了）
【内　容】当日の星空解説（プラネタリウム室）→望遠鏡のお話→屋上で観望会
【参加方法】すばるホールへお電話又は窓口にてご予約していただき、当日2階受付カウンターにてご精算ください。
【講　師】那須香大阪天文台　中島健次先生
【お願い】◆ご予約をキャンセルされる場合は、前日までにお電話にてご連絡をお願いします。

◆当日ご参加が30名を超えた場合には、2組に分けて観望会とプラネタリウム番組鑑賞
　「THE MOON」を交互にご覧いただきます。

※曇天・雨天時は室内にて別プログラム（星のお話とプラネタリウム番組「THE MOON」鑑賞）となります。

※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。 予約開始 9.16水
初日は電話予約のみ

10:00～

こどもは4歳以上中学生以下
団体でのご観覧は平日のみの、通常投映枠以外の時間帯にてご予約を承ります。
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）

10:00～

Check!

（入場整理番号付）
（当日共）

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!※チケットは当日17時より券売機で販売します。

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


