
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。
　申告書作成会場は、毎年大変混み合います。
　コロナ感染防止の観点から、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」を利用した自宅等での申告書の作成及び提出
にご協力をお願いします。

4.29木㊗ ２Ｆホール  全席指定
14：00（開場は45分前）

3,800円（当日500円増） 3,500円友

Lコード ： 52026 Ｐコード：504-300 ※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。

代 WebC ぴ

一般発売

3.3水
初日は電話予約のみ

Check!

開 設 期 間 ： ３月１５日（月）まで（土・日を除く）

感染リスク軽減のためパソコンやスマートフォンでの申告をお願いします。

受 付 時 間 ： 午前9時から午後4時まで 

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 ご来場される際はマスクの着用をお願いします。（マスクを着用されていない場合、入場をお断りする場合があります。）
② 咳・発熱等の症状がある方や体調のすぐれない方は、入場をお断りします。
③ 会場内に筆記用具は用意しておりませんので、ボールペンや計算器具をお持ちください。
④ 作成済みの申告書等を提出される方は、税務署へ郵送又は税務署窓口へ直接お持ちください。

申告書作成会場での感染症対策に
ご協力ください。

すばるホール会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券の配付状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。

富田林市出身の名女優「浪花千栄子」さんにまつわるイベントを開催します。第１部では、サキタハヂメさんによるミュージカルソー（の
こぎり）の演奏と、浪花千栄子さんの生涯を富田林市出身の講談師・玉田玉秀斎さんの語りでお楽しみいただきます。また、第２部では、
長沖一の人気連続ラジオ・ドラマを映画化した花菱アチャコ主演の人情喜劇「お父さんはお人好し」を上映します。

富田林市出身の名女優「浪花千栄子」さんにまつわるイベントを開催します。第１部では、サキタハヂメさんによるミュージカルソー（の
こぎり）の演奏と、浪花千栄子さんの生涯を富田林市出身の講談師・玉田玉秀斎さんの語りでお楽しみいただきます。また、第２部では、
長沖一の人気連続ラジオ・ドラマを映画化した花菱アチャコ主演の人情喜劇「お父さんはお人好し」を上映します。

Check!
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※割引対象は、６５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
主催／富田林市、富田林市教育委員会、公益財団法人富田林市文化振興事業団

Lコード ： 53259
一般 1,800円（当日200円増）  割引 1,500円（当日共）

２Ｆホール　全席指定
13：30

一般 1,600円  割引 1,300円友

3.20土㊗
サキタハヂメ 玉田玉秀斎

追憶・浪花千栄子の思い出

第１部
（約50分）

（約85分）
第2部

代 Web

映画「お父さんはお人好し」

サキタハヂメ  ミュージカルソー  コンサート
講談「浪花千栄子物語」（講談師：玉田玉秀斎）

（1955 年 / モノクロ / 監督：斎藤寅次郎 / 出演：花菱アチャコ、浪花千栄子 ほか）
※16ｍｍフィルムによる上映のため、画像の乱れや音声に雑音が入る場合がご
ざいますので、あらかじめご了承をお願いいたします。

©KADOKAWA 1955

©松竹発行「喜劇百年記念誌　喜劇百年～曾我廼家劇から松竹新喜劇～」

富田林市制施行70周年記念事業

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、原則１席ずつ間隔を空けて販売させていただきます。
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。
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新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、原則１席ずつ間隔を空けて販売させていただきます。
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。

友の会発売

2.24水
より先行予約受付中。

令和3年8月9日（月）は平日のため休館日としていましたが、祝日（山の日）の移動に伴い振替休日となりましたので、開館日といたします。同日の施設利用申し込みは、令和3年3月10日（水）午前9時
から先着順で受付します。 ただし、午前9時の時点で申し込みが重複する場合は抽選となります。

祝日の移動に伴う施設予約開始のお知らせ
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※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!

2021 M
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ヤドカリくん、ほしをみに
幼児の方からお楽しみいただけるプラネタリウム番組です。

企
画・制

作：CLU
TCH BASE

【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（休館日を除く）
【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。

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※

4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

3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 https://l-tike.com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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□第69回りっくぷち寄席「卯三郎　光る！」
●3月21日（日）　●14:00開演（13:30開場）～16:00　●3F 音楽実習室
●前売・指定席 500円（当日200円増）
●出演／林家卯三郎、林家染八、露の棗（なつめ）、はやしや香穂（三味線）
●チケット取扱所／LICはびきの　●主催／羽曳野市
※未就学児童の入場不可。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。

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
●5月9日（日）　●14:00開演（13:15開場）　●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、桂塩鯛、桂吉弥、桂吉の丞、桂二豆
※未就学児童の入場不可。前売券完売の場合、当日券の販売はございません。

TEL:072-365-9590（チケット専用）SAYAKAホール

□河内長野市民大学　くろまろ塾認定講座　堀ちえみ講演会
ステージⅣの舌ガンを乗り越えて生きる ～キャンサーギフト・大切な家族～
●5月30日（日）　●14:00開演（13:15開場）　●大ホール
●一般2,000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。

TEL:0721-56-9633（チケット専用）ラブリーホール

※上記のほか、施設点検等により臨時休館となる場合がございますので、ご来
場前にご確認いただきますようお願いいたします。

※4/29.30は17:30に閉館します。

●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

開 催 イ ベント のご案 内

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

3&4 2021
March & April

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

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
4月  April

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

 6[土] マンガからジェンダーについて考えてみませんか？ 小ホール 13:10 無料 富田林市 人権・市民協働課／0721-25-1000（内線474）
  826aska Electone Live 2021 ホール 14:00 3,500円 すばるホール
 11[木] 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  無料（要整理券） すばるホール

 12[金] 卒業証書授与式 小ホール 10:00 関係者のみ ホツマインターナショナル／0721-69-7666
 13[土] 合唱練習 リハーサル室 14:00 関係者のみ 富田林高校ももせ合唱団　古畑／090-8213-0409
  星空アロマ　～Starry Aroma～　「グリーンリーフ」 プラネタリウム室 18:00 500円 すばるホール
 19[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
  富田林市制施行70周年記念事業　追憶・浪花千栄子の思い出 ホール 13:30  すばるホール

 20[土祝] すばるイブニングコンサート　「神原雅治　ピアノ・リサイタル」 レストラン 17:00 600円 すばるホール
  すばるスターウォッチングクラブ　星空観望会（1/30振替事業）  18:30  すばるホール

 21[日] 癒しの芸術　フィーリングアーツ 清光の間 ①13:00 ②14:00 無料（要事前予約） すばるホール
 23[火] ウィッグ（かつら）展示即売会 展示室 10:00～16:00 無料（販売有） ㈱ユキ／0120-20-3020
 24[水] すばるランチタイムコンサートVol.8 横山亜美＆和中まき＆武田直子 トリオコンサート ホール 11:30 500円 すばるホール
 27[土] 合唱練習 小ホール 14:00 関係者のみ 富田林高校ももせ合唱団　古畑／090-8213-0409
  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

6・13・27  
2・5・9・12・16・19・23・26・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。

2・3・5・9～12・16～19・23～26・30・31

①13:00
②15:00
③18:00

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。

一般1,800円
割引1,500円

おとな500円
こども250円

プラネタリウム室
屋上ひろば

 4[日] 日本舞踊素踊りの会「涼の会」 ホール 12:00 無料 富田林市日本舞踊協会／090-9611-3550
 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
 11[日] 全日本ろうあ連盟創立７０周年記念映画「咲む」富田林上映会 ホール 14:00  富田林市上映会実行委員会／090-8233-3790

 21[水] すばる映画祭～Film Collection～　スパイの妻＜劇場版＞ 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
 29[木祝] すばる寄席　春風亭昇太独演会 ホール 14:00 3,800円 すばるホール

 9[日] Happiness Spring Dance Live2021 ホール 13:00 1,500円 富田林市ダンス連盟　藤原美紀／090-6984-3412

3・10・17・21  
2・6・9・13・16・20・23・27・28

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・6～9・13～16・20～23・27・28・30 10:15～
（開始時間は変更する場合があります。）

10:15～
（開始時間は変更する場合があります。）

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。

高校生以上1,200円
小中学生500円

一般1,000円
割引900円

①10:30
②14:00

完 売



フィーリングアーツとは現代美術作家・北村義博さ
んが独自の感性と技法で創造した、「絵画」と「光
彩」と「音楽」を融合させた未来派アートです。墨汁
と土とアクリル絵の具などで描いた抽象絵画に作
家自ら多彩な色調の照明を投射。美しい音楽が流
れるなか、幻想的な美の世界へいざないます。
フィーリングアーツは絵と光と音楽と人の心が対
話する体感型の芸術であり、鑑賞者自身が自らの
心と対話することで、心がリラックスしたり、心の浄
化を促すともいわれ、癒しにつながるとされている
ことから、医療や福祉の領域からも注目を集めて
います。

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。継続参加者には表彰も行
います。
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。

「ピティナ富田林すばるステーション」では、すばるホール
の大きな舞台とスタインウェイのコンサート用グランド
ピアノをご用意して、皆様の参加をお待ちしています。

時代を超えて愛される名曲の数々を、優しく華や
かに、そして激しく歌い上げます。
音楽の旅にお出かけください。

主催　フィーリングアーツボランティア委員会　公益財団法人富田林市文化振興事業団
協賛　大塚製薬株式会社

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、公益財団法人富田林市文化振興事業団

3.21日
各回定員16名

3Ｆ清光の間  参加無料
（事前に電話にてご予約のうえ、当日、直接会場までお越しください。各回先着16名）

①13:00～、②14:00～ 約30分間

コンサート

すばるイブニングコンサート

「ピティナ・ピアノステップ」参加者募集

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

飛び出そう、舞台へ！

～二つのヴァイオリンとピアノでめぐるヨーロッパ ～

１F レストラン 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）
協賛／patisserie Blanc

神 原  雅 治
（菊里高等学校３年）

2019ピティナピアノコンペティションＧ級金賞

3.20土㊗

演奏予定曲
ラフマニノフ：ピアノソナタ 第2番 変ロ短調 Op.36 (1913年版) ほか

予定曲目
　モシュコフスキ 2つのヴァイオリンとピアノのための組曲
　ベートーヴェン ピアノソナタ第8番『悲愴』第2楽章
　スメタナ モルダウ　
　サラサーテ ツィゴイネルワイゼン　　他
　※曲目は変更になる場合がございます。

限定40名

スパイの妻＜劇場版＞
第77回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞（監督賞）受賞

すばる映画祭 －Film Collection－

Check!

～コロナ疲れから こころ を リフレッシュ～
幼児から親子、一般の方までリラックスタイムを提供いたします

2020年 すばるホールではたくさんの公演、イベントなどが中止となる中、「Shion」とのドラゴンクエストコンサート４公演のLive
配信をはじめとして、様々なオンラインイベントを開催。2Ｆメインホールのピアノ個人利用開放など、コロナ禍でのホールの可能性を
模索し、いろいろな取り組みに挑戦しました。そして2021年は、さらに新たな企画を立ち上げ、文化芸術を愛する皆さんを応援します！

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

開催日：6月13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。
　　　　　　※コロナ対策のため、一部変更があります。
申込期間：3月1日（月）～5月10日（月）※定員に達した時点で受付を終了します。

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

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

4
1

4
3

募集

癒しの芸術フィーリングアーツ

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。

Check!

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。

「パソコン入門コース」「Wordコース」「Excelコース」「HP作成コース」「資格取
得応援コース」その他、ご相談に応じます。

会  場
受講料

申し込み

内  容
※新型ウイルス感染拡大状況等により、実施時期及び内容を見直す場合があります。  ※利用可能日、適用要件、開催日時、申し込み方法など、詳細はお問い合せください。

Check!

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.8
横山亜美＆和中まき＆武田直子
トリオコンサート Check!

曲目／さくらさくら、剣の舞、やさしさに包まれたなら　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。

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 ：53313

3.24水
限定300名

横山　亜美
（ヴァイオリン）

和中　まき
（パーカッション）

武田　直子
（ピアノ）

2枚まで無料友

コロナに負けるな！

文化芸術応援割引！

『すばるホールからみんなにエール！』企画
感染拡大防止の観点から、観客等を集める
催しは練習であっても対象外です

【その他の応援企画】
■ストリートピアノ企画 ■リモート疲れの大学生限定プラネタリウム観覧無料！
■学生向け自習室提供 ■癒しの芸術フィーリングアーツ無料開催　など

文化芸術に関する「練習利用」であれば
施設利用料を半額で提供します。（ゲネプロ等は対象外）
利用可能期間／３月2日（火）（緊急事態宣言解除後）～令和3年3月31日（水）
対象施設／全施設（プラネタリウム室を除く）　
適用日数／2日間
緊急事態宣言解除日の午前10時から受付　
※申し込み可能期間等は通常の施設利用申し込み期間と同様。

学生応援制度！
文化芸術に関する学生の「練習利用」を施設利用料
無料で応援します！

緊急事態宣言解除日の午前11時から受付

※対象期間、施設、適用日数等は文化芸術応援割引に同じ。
※増員人件費、備品等は有料。

各応援企画の内容、詳細はホームページ等でご確認ください。

コンサート
私の街でクラシック Vol.31

Check!

Check!

コンサート

826aska  Electone Live 2021

旅するヴァイオリン

Check!

3.6土 ２Ｆホール  全席指定 
14:00

3,500円（当日500円増） 3,200円友

C 代ぴ Web Lコード ： 54095 Ｐコード：188-875
※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。 ※会場ではスリッパに履き替えていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、原則１席ずつ間隔を空けて販売させていただきます。
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。

Lコード ： 51384
一般 1,000円　高校生以下 500円

２Fリハーサル室　全席自由
14：00

一般  900円　高校生以下 450円友

5.23日
代 Web

奥田　章子
（ヴァイオリン）

林　泉
（ヴァイオリン）

森田　洋美
（ピアノ）

©2020 NHK, NEP, Incline, C&I

1月１６日（土） すばるイブニングコンサート５０回突破記念
「第１８回ショパン国際ピアノコンクール壮行演奏会」

①公演レポート
　２０１０年にスタートした「すばるイブニングコンサート」は１０周年を迎え、開催５０回を突破したことを記念し「第１８回ショパン国
際ピアノコンクール壮行演奏会」を開催しました。
　今年開催されるショパン国際ピアノコンクールの予備予選（７月予定）に挑む歴代出演者３名に、角田鋼亮指揮・大阪交響楽団と
ファイナルの課題曲でもあるショパンのピアノ協奏曲第1番を演奏していただきました。
　水谷桃子さんは、曲全体の構成・アプローチに説得力があり、ダイナミックな表現が魅力的でした。
　東海林茉奈さんは、柔らかく優しい音色を響かせ、繊細かつ優美なショパンの世界を描きました。
　三好朝香さんは、曲の流れや息遣いを大切にした音楽づくりで、個性的な工夫が随所にみられました。
　壮行演奏会のため通常の演奏会とは異なり同じ曲目を3回演奏しましたが、三者三様のショパンに、ご来場のお客様もコンクー
ル本番さながらの雰囲気を味わっていただけたようです。
　ご出演いただいたコンテスタントのコンクールでのご活躍をお祈りします。

　１月１６日に開催した「第１８回ショパン国際ピアノコンクール壮行
演奏会」の様子をYouTubeにて期間限定で配信します。
すばるホールのYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCxbK2QA7LY8JK8
eKPXqLlbQでご覧いただけます。

また、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）の
YouTubeチャンネルでは、ピティナ・コンサートプレミア第６回とし
てご紹介していただいています。 
https://www.youtube.com/watch?v=E8Ng9D8RvgY&fea
ture=emb_logo この機会に是非ご覧ください。

太平洋戦争前夜。愛と正義に賭けたふたりがたどり着くのは、
幸福か、陰謀か－。

4.21水
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 ： 51935
Web代

出演：蒼井優、高橋一生、東出昌大、笹野高史　ほか
監督：黒沢清　　上映時間：115 分

限定
50名

すばるくんのオススメ

②YouTube配信のお知らせ

一般発売 3.10水
初日は電話予約のみ

友の会
も同日

水谷　桃子

東海林　茉奈

三好　朝香

一般発売

3.19金
初日は電話予約のみ
友の会も同日

星空を楽しもう！星空を楽しもう！ プ ラ ネ タ リ ウ ム 特 集 プラネタリウム番組紹介ページはこちら
http://subaruhall.org/planetarium/detail.html

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。

★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。

★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。）

宮沢賢治 銀河鉄道の夜

©KAGAYA Studio

約40分

デジタルファインア
ーティストKAGAYA
がプラネタリウムド
ームをキャンパスに
して描く壮大なデジ
タルアート作品！

ヤドカリくん、ほしをみに
泳げるようになれば、みんな
と一緒に遊ぶことができる！
そうだ、流れ星にお願いすれ
ば…、そう思ったヤドカリくん
は願いを叶えてもらうため、
流れ星を見に行くことを決心
します。はたして、流れ星はヤ
ドカリくんの願いを叶えてく
れるのでしょうか...？

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。

※星空生解説はございません。

企画・制作：CLUTCH BASE

星空アロマ星空アロマ
Since 1999

「 グリーンリーフ」
・ユーカリ
・ローレル
・サンダルウッド

限定80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（当日共）

3.13土

Check!

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…

Web代

プラネタリウム新番組大型映像

すばるスターウォッチングクラブ ～特別編～

『スーパームーン皆既月食を観察しよう！』
3Fプラネタリウム室、ほか
19：00～20：30（開場は15分前）5.26水 

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
【内　容】月と星空のお話（プラネタリウム室） → 月食のお話 → 皆既月食観測
【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】新型コロナウイルス感染拡大予防にご協力ください。
◆マスクの着用をお願いします。また、当日ご入場時は検温にご協力ください。
　当日体調不良の方は参加をご遠慮ください。
◆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。

※雲天、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。

100万年前の古代ゾウ展100万年前の古代ゾウ展
みなさんご存じですか？
100万年前には富田林市に古代ゾウがいた！
3Ｆプラネタリウム室前で100万年前の古代ゾウ（アケボノゾウ）
の全身骨格標本の展示を行っています。

アケボノゾウの全身骨格標本 扇状地の林と動物
（「富田林の足跡化石」富田林市石川化石発掘調査団1994.3より）

開催中 3Ｆプラネタリウム室前

Check!

10:00～17:00 観覧
無料

星空生解説付き約45分

3月2日（火）～21日（日）

銀河鉄道の夜
時間

15:00
平日（火・木）

しまじろうとながれぼしのねがいごと
平日（水・金）

しまじろうとながれぼしのねがいごと
ヤドカリくん、ほしをみに
銀河鉄道の夜

時間
11:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日 
プ

プ

プ

大

大

3月23日（火）～4月4日（日）

オデッセイ～果てしなく美しい宇宙～
ヤドカリくん、ほしをみに
銀河鉄道の夜

時間
11:00
13:00
15:00

春休みプログラム
プ

プ

大

4月6日（火）～5月9日（日）

銀河鉄道の夜 ヤドカリくん、ほしをみに
時間

15:00
平日（火・木） 平日（水・金）

オデッセイ～果てしなく美しい宇宙～
ヤドカリくん、ほしをみに
銀河鉄道の夜

時間
11:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日
プ

プ

プ

大

大

・平日月曜日［休館日のため］
・3月11日（木）[震災特別番組投映のため]
・4月13日（火）～16日（金）［機器保守点検のため］

投映休止日

※各プログラムは入替制です。（各回定員100名）
※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)

※2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。

プラネタリウム番組（星空生解説付き）プ
大型映像番組（星空解説なし）大

団体予約･割引（予約制）
団体でのご観覧は、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。

観覧当日に3Fプラネタリウム前券売機（割引券
購入はプラネタリウム受付又は2F受付カウン
ター）にてチケットを購入してください。（ご入場
時に来場者名簿にご記入をお願いします。）

チケット購入方法おとな 500円  こども 250円観覧料
おとな 400円  こども 200円友の会

※こどもは4歳以上中学生以下
※3歳以下、障がい者手帳をお持ちの方は無料

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・全席自由）

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80名 発売数に関しては変更
する場合があります。

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。

（入場整理番号付）
（当日共）

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
①13:00  ②15:00  ③18:00（開場は各回15分前）

3.11木 

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』

各回限定80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・全席自由）

Check!

Check!

Check!

幼児の方からお楽しみ
いただけます。

星空生解説付き約45分© ESO/NASA/GSFC/Th.Matsopoulos

プラネタリウム
しまじろうと

ながれぼしのねがいごと

プラネタリウム

©Benesse　Corporation

星空生解説付き約45分

「しまじろう」がおなじみの仲間たち
と「ながれぼし」を見るために宇宙
に飛び出します。

期間限定で再登場！

観覧
無料

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

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80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）

4.8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80名
定員に関しましては変更
する場合があります。

幼児向け

※3月はお休みします。

プラネタリウム字幕投映
3月13日（土）・14日（日）の投映は全回字幕付きにて投映致します。星空解説
はスタッフ手作りの字幕でお贈りします。ぜひご覧ください。

限定40名

「皆既月食中の月」
那須香大阪天文台

予約開始

3.17水
初日は電話予約のみ
友の会も同日

10:00～

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


