
1階レストランの運営事業者を募集しています。
出店をご希望の方は、随時お問い合わせください。レストラン事業者募集中

DRUM TAO「TAO BEST LIVE 2021」DRUM TAO「TAO BEST LIVE 2021」
すばるホール開館 30周年記念事業すばるホール開館 30周年記念事業

なつかしの青春コンサート２０２１なつかしの青春コンサート２０２１
大阪交響楽団メンバーによる

手嶌葵 15th Anniversary Concert
～ Simple is best ～

2022 年 3 月 5 日（土）開催決定

手嶌葵 15th Anniversary Concert
～ Simple is best ～

2022 年 3 月 5 日（土）開催決定
※チケット発売日等の詳細は、すばるニュース９-１０月号・ホームページにてお知らせします。※チケット発売日等の詳細は、すばるニュース９-１０月号・ホームページにてお知らせします。

9.18土

２Ｆホール  全席指定

一般 6,800円
高校生以下 3,500円（当日各500円増）

一般 6,300円
高校生以下 3,200円

友

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

１７：００（開場は４５分前）

Cぴ

ⒸＤＲＵＭ　ＴＡＯ

Ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

Lコード ： 51869 Ｐコード：199-096

一般発売

7.21水
初日は電話予約のみ

友の会予約

7.14水
初日は電話予約のみ

一般発売

8.25水
初日は電話予約のみ

友の会予約

8.18水
初日は電話予約のみ

「それでも、前へ！進む！」TAOが掲げた2021年のス
ローガン！
このコロナ禍で自粛が余儀なくされる皆様へ、「心を
元気にし、希望の力を滾らせる舞台」を届けます。
その作品名は「TAO BEST LIVE」
これまでのTAOの集大成として、力の限り全力で演
奏いたします。
感染対策は完全な準備を行い開催しますので安心し
てお越しください。
TAO結成28年、世界観客動員数800万人を超える、
日本を代表する新時代エンターテイメント！
感動で湧き上がるTAOの響きをお楽しみください。

すばるキッズアートフェスティバル２０２１すばるキッズアートフェスティバル２０２１

ご家族みんなで楽しめるファミリーコンサート。０歳児も大歓迎！
シュピール室内合奏団がおおくりする新感覚の吹奏楽サウンドをお楽しみください。
ご家族みんなで楽しめるファミリーコンサート。０歳児も大歓迎！
シュピール室内合奏団がおおくりする新感覚の吹奏楽サウンドをお楽しみください。

シュピール室内合奏団ファミリーコンサートシュピール室内合奏団ファミリーコンサート Check!

<演奏予定曲>
シュピール・シュタール・シュプール！（高橋
宏樹）、アルメニアン・ダンス パートⅠ（アル
フレッド・リード） 、アンパンマンメドレー～
アンパンマンたいそう/アンパンマンのマ
ーチ～、アメイジング・グレイス（賛美歌）  
ほか

青春時代の思い出がいっぱい詰まった名曲の数々。
懐かしいジャズナンバーや、美しいスクリーンミュージックを、楽しいお話とともに振り返って
みませんか。

8.8日
２Ｆホール  全席指定

おとな 1,800円（当日200円増）  こども 900円（当日100円増）

おとな 1,600円　こども 800円友
※こどもは３歳～中学生　※２歳以下無料（おとな１名につき１名まで膝上鑑賞可、ただし座席が必要な場合は有料。）

13：30

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、一家族につき５名様まで横並びでお座りいただけます。同一家族でも 6 名以上の
場合、また異なる家族間については原則１席ずつ間隔を空けて販売させていただきます。

すばる映画祭 －Film Collection－

Check!

蝶屋敷での修業を終えた炭治郎たちは、次なる任務の地、《無限列車》
に到着する。そこでは、短期間のうちに四十人以上もの人が行方不明に
なっているという。
禰豆子を連れた炭治郎と善逸、伊之助の一行は、鬼殺隊最強の剣士で
ある《柱》のひとり、炎柱の煉獄杏寿郎と合流し、闇を往く《無限列車》
の中で、鬼と立ち向かうのだった。

8.1日
２Ｆホール（1階席のみ） 全席指定
①１０：３０  ②１４：００（各回入替制）

一般 1,200円（当日200円増）  割引 900円（当日共）

一般 1,080円  割引 810円友
※割引対象は、６０歳以上・4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
※「ＰＧ１２」作品につき、12歳未満の年少者の観覧には親又は保護者の助言・指導が
　必要です。
※耳の不自由な方がご覧いただけるよう、全回日本語字幕
　付きで上映します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、一家族に
　つき５名様まで横並びでお座りいただけます。同一家族で
　も６名以上の場合及び異なる家族間については原則１席
　ずつ間隔を空けて販売させていただきます。
※前売で完売した場合、当日券はございません。

監督／外崎春雄
声の出演／花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、日野聡、平川大輔　ほか
上映時間／ 117 分

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

一般発売

7.2金
初日は電話予約のみ
友の会も同日

Check!

今年度のすばるキッズ
アートフェスティバルは
本公演のみの開催と

なります。

< 演奏予定曲 >
Ａ列車で行こう、枯葉、ムーン・リバー、スマイル  ほか
定番曲から隠れた名曲まで珠玉の数々をお届けします！
※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。

10.31日
２Ｆホール  全席指定

一般 2,000円　シニア（65歳以上） 1,600円（各当日共）

一般 1,800円　シニア 1,400円友
※未就学児の入場はご遠慮ください。

14：00
C Lコード ： 51939

山本 かずみ
（歌）

矢巻 正輝
（トロンボーン）

徳田 知希
（トランペット）

新井 宗平
（ドラム）

時安 吉宏
（ベース）

梅田 望実
（ピアノ）

Check!

各回限定400名

　富田林市役所の庁舎建て替えに伴い、一部市の機関がすばるホールに移転することとなりましたので、以下のとおり一部
の施設が利用できなくなります。皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

市庁舎建て替えに伴うすばるホールの一部施設利用停止のお知らせ

１、利用できなくなる施設 ２階 小ホール、会議室１
 ３階 展示室、清光の間、アルデバラン
２、利用できなくなる日 令和 4 年 7 月 1 日から

新型コロナウイルスワクチン集団接種実施による一部施設（４階）利用中止のお知らせ

利用中止施設：4階銀河の間、秀月の間　利用中止期間：～令和３年12月（予定）

　すばるホール４階レセプションホール（銀河の間）が富田林市及び河南町、太子町、千早赤阪村を対象とする新型コロナウイルス感
染症のワクチン接種会場となり、以下のとおり施設利用を中止させていただいております。
　当施設をご利用予定の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、新型コロナウイルスの感染を終息させ、多くの方の健康と生命
を守るため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

※ワクチン接種の進捗状況により、期間等を変更する場合があります。

※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。
※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 July &
 A

ugust

【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 31

8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

7月

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す SAYAKAホールチケットカウンター 072-365-9590S ニシバタ楽器・千代田センター 0721-53-2480ニ

ローソンチケット https://l-tike.comロ

LICはびきの（チケット専用） 072-950-5504リ ラブリーホール 0721-56-6100ラ

（販売所によりお取り扱いしていない公演がございます。）

喫茶コンゴー（富田林市役所内）0721-25-1000コ

チケットぴあ 0570-02-9999ぴCNプレイガイド 0570-08-9999C

□LICはびきのオルガンゼミ　それゆけ！オルガン探検隊
～ワンダホー！ダイナソー！恐竜達のコンサートへようこそ♪～
●内容／パイプオルガンミニコンサート♪他　●8月7日（土）
●13：00開演（12：30開場）　●ホールM
●500円（当日200円増）（３歳以上有料）
●出演／リピエノ（池田伊津美、斧澤紀子、中村歌奈）
●対象／どなたでも（主として小学生対象）　●チケット発売日／7月7日（水）
●チケット取扱所／LICはびきの　●主催／羽曳野市

TEL:072-950-5504（チケット専用）LIC はびきの

□劇団四季　The Bridge～歌の架け橋～
●7月25日（日）　●17：30開演（16：45開場）
●大ホール（全席指定）
●Ｓ席9,900円　A席6,600円　B席3,300円（当日各500円増）
※2歳以下のお子様の入場不可。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

□ぐっさんのハッピーオンステージ 全国50カ所ツアー
presented by 東急リバブル  in 河内長野
●8月28日（土）　●15：00開演（14：30開場）　●小ホール
●前売3,800円　当日4,000円（全席自由席）
※5歳以上有料。4歳以下膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合は有料。

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。

※8/11～8/15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
名
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July &
         August

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
7月  July

行　　事　　名 開演時間会　場 前売料金 主催・お問い合せ先日　程
8月  August

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

  すばる映画祭　劇場版 「鬼滅の刃」 無限列車編 ホール    すばるホール
 1[日]
  すばる演劇ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021　くすのき塾 ピンコロ座 小ホール 13:00 無料（要整理券） すばるホール
  
  すばる演劇ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021　精華高校演劇部 小ホール  無料（要整理券） すばるホール

 7[土]

  星空観望会「夏の大三角と木星・土星を探してみよう」 プラネタリウム室他 19:00  すばるホール

 8[日] すばるｷｯｽﾞｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021　シュピール室内合奏団ファミリーコンサート ホール 13:30   すばるホール

 12[木] プラネdeえほん ～プラネタリウムで絵本を読もう！～（幼児向け） プラネタリウム室 10:00 無料 すばるホール
14[土]・21［土］・28［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
 17［火］・18［水］ すばる演劇ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021　クリオネ（マリオネット） 小ホール 14:30 無料（要整理券） すばるホール

 21[土] すばるｷｯｽﾞｱｰﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021　「食育広場」 展示室 12:00～15:30 無料 すばるホール
  すばる演劇ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2021　人形劇団Zooっと 小ホール 13:30 無料（要整理券） すばるホール
 21[土]・28［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
 28[土] 富田林歴史講座「とんだばやし寺内町」（6/20振替公演） 小ホール 13:30 500円 すばるホール

 3[土] 第71回富田林市民文化祭　ダンスフェスティバル ホール 16:30 無料 すばるホール
 4[日] 第71回富田林市民文化祭　市民民謡大会 小ホール 10:30 無料 すばるホール
 6[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
 8[木] プラネdeえほん ～プラネタリウムで絵本を読もう！～（幼児向け） プラネタリウム室 10:30 無料 すばるホール
10[土]・24［土］・31［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

 11[日] 人形劇団クラルテ 第97回公演こどもの劇場 「11ぴきのねこ ふくろのなか」 ホール 14:00  すばるホール

 14[水] すばるランチタイムコンサートVol.9 デンハーグピアノ五重奏団 ホール（エリア限定） 11:30 500円 すばるホール
 16[金]～18［日］ すばるスペースアート展2021 展示室 10:00～17:00 無料 すばるホール

 17[土] すばるキッズ講座「お天気教室inプラネタリウム」講師／前田智宏 プラネタリウム室 14:00  すばるホール

 18[日] サマーコンサート　L'espoire ～希望～ 小ホール 12:30 無料 辻野万里子／090-2119-6002
 7/22[木祝]～　 令和3年度　全国科学館連携協議会巡回展　解説パネル展示 プラネタリウム室前  無料 すばるホール
 8/29［日］
 23[金祝] Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ　Ｓummer　Ｄａｎｃｅ　Ｌｉｖｅ ２０２１ ホール 17:30（予定） 1,500円 富田林市ダンス連盟　藤原美紀／090-6984-3412
 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] 公文書写教室合同成果発表会 展示室  無料 公文書写教室　安田／090-1158-9516

 7/28[水]～　　 第24回富田林市美術協会展 展示室  無料 富田林市美術協会　内山／090-3493-6014
 8/1［日］

10・17・23・24・31
2・6・9・13・16・20・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・6～9・13～16・20・21・27～30 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。

 2[木] すばるランチタイムコンサートVol.10 吉岡克典＆矢野百華デュオコンサート ホール（エリア限定） 11:30 500円 すばるホール
  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
 4[土] 南河内JAZZフェスティバル2021　富田林“星空”STAGE プラネタリウム室 18:00  すばるホール

10:15～
（開始時間は変更する場合があります。）

24日/10:00～20:00
25日/10:00～19:00

10:00～17:00
（休館日を除く）

①10:30
②14:00

①11:30
②13:00
③14:30

10:00～18:00
(最終日は15:00まで）

おとな 2,100円
こども 1,900円

親子ペア 3,800円

おとな 1,500円
こども 500円

親子ペア1,800円

一般 1,200円
割引 900円

おとな 500円
こども 250円

おとな 1,800円
こども 900円

一般 2,100円
ペア券 4,000円

7・21・28
3・6・10・17・20・24・27・31 

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。

3～6・10～13・17～20・24～27・31 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。

10:15～
（開始時間は変更する場合があります。）



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

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

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） 最少開講人数 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!

Check!

富田林市に住んでいるが、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。（各公演時間約 90 分）

富田林には多くの街道がとおり、多くの人や物資が
往来しました。富田林の街道と道標をご紹介します。

その数日本一！　富田林の西国三十三度満願供養塔
とその造られた背景についてご紹介します。

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）

講座

富田林歴史講座 ええとこ富田林

第4回 10月23日（土）

第5回 2022年1月16日（日）

富田林の街道と道標

とんだばやし寺内町の成立とその背景、そしてその
移り変わりを今に残る面影を交えて見ていきます。

※第3回 8月28日（土）
【6月20日の振替公演】

とんだばやし寺内町

富田林の日本一 ～西国三十三度満願供養塔

公　演　日 テ　ー　マ

13：30
※未就学児の入場はご遠慮ください。

２F 小ホール  全席自由
５００円（当日共） ４５０円友

限定
各100名

募集講座

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

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券をお買い
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

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）

私の街でクラシックVol.31 『旅するヴァイオリン』 公演延期について第71回富田林市民文化祭 川柳大会（誌上大会） 募集のお知らせ

すでにチケットをご購入いただいている方は、お持ちのチケットでそのままご入場いただけます。振替公演日にご都合がつかない方
については、チケット料金の払い戻しをいたします。詳しくはホームページをご覧いただくか、すばるホールまでお問い合せください。

5月23日（日）公演は、大阪府の緊急事態宣言発出のため、11月7日（日）に延期となりました。
◆参加費　無料（市内在住・在勤・在学の方が対象）　◆募集締め切り 9月30日（木）必着
◆その他　お題や投句先など詳細は応募用紙をご覧ください。

くすのき塾 ピンコロ座
「おかしなマジックショー」（3本立て）人形劇団クラルテ

第97回公演こどもの劇場
人形劇団クラルテ

第97回公演こどもの劇場

原作／馬場のぼる（こぐま社刊）　脚色／東口次登
演出／藤田光平　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　照明／永山康英
上演時間　約1時間30分（途中休憩15分）

7.11日
8.1日

14：00

おとな 2,100円　こども 1,900円（当日各200円増）  親子ペア 3,800円（前売のみ）

２Ｆホール  全席指定
※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。

おとな 1,680円　こども 1,520円　親子ペア 3,040円友
※こどもは2歳～小学生
※2歳未満無料（おとな1名につき1名まで膝上鑑賞可、ただし座席が必要な場合は有料）
※座席の設定等についてはお問い合せください。

©馬場のぼる/こぐま社刊

整理券は7月3日（土）10:00から電話予約のみ受付します（窓口は翌日から）。予約枚数に達した時点で配布を終了します。※6名以上でお申し込みの方はご相談ください。

「ゆみや」のとくいな マジシャンが とうじょう。おきゃく
さんの あたまにのせた リンゴをめがけて「や」をうと
うとしますが、おきゃくさんは あまりにこわいので め
かくしをすることになりました。すると、マジシャンは
‥‥。そのた２ほん。どれも、ちょっとおかしなマジック
ショーです。だまされないでね。

“私たちの健康は私たちの手で”の合言葉のもと「食」を通して健
康づくりのお手伝いをしています。プレゼントもあるよ！

13：00（開場は15分前）

2F 小ホール
入場無料
（要整理券）

限定
80名

クリオネ（マリオネット）
「三びきのやぎガラガラドンドン」「チキチキバンバン」「おもちゃのチャチャチャ」

8.17火18水

名前はどれもガラガラドン。大きいの、中くらいの、小さいの、3びき
のやぎがいました。山に草を食べに行こうと出かけました。しかし、
途中でおそろしいトロルに出会い､食べられそうになりました。さ
あ、ガラガラドンたちはうまく、その場を切りぬけることができたの
でしょうか？

14：30（開場は各15分前）

2F 小ホール
入場無料
（要整理券）

限定
各80名

約40分

約40分 人形劇団Zooっと
「どうぞのいす」
「てんぐのはうちわ」

8.21土

てんぐのもってる世にもふしぎなはうちわ！！
ひこたは、欲しくてたまりません。
さてさて、どんなことになりますやら…
みんなが、楽しめる２つの人形劇です。

13：30（開場は15分前）

2F 小ホール
入場無料
（要整理券）

限定
80名

約45分

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。

Check!

Vol.9　デンハーグピアノ五重奏団
オリジナル楽器で聴く珠玉の名曲コンサート

Vol.10  吉岡克典＆矢野百華デュオコンサート

曲目／シューベルト：ピアノ五重奏曲 イ長調 Ｄ.667「ます」　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／エルガー：朝の歌、ドヴォルザーク：スラヴ幻
想曲、三宅榛名：赤とんぼ変奏曲　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。

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

11：30
２Ｆホール（エリア限定）全席自由

500円（当日共）

Lコード ： 51322

7.14水 9.2木

限定300名 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

500円（当日共）

Lコード ： 51802
限定300名

小川　加恵
（フォルテピアノ）

池田　梨枝子
（ヴァイオリン）

中田　美穂
（ヴィオラ）

山本　徹
（チェロ） 吉岡　克典

（ヴァイオリン）
矢野　百華

（ピアノ）

©井村重人

Check!

Check!

後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 一般発売 7.6火 初日は電話
予約のみ

すばる友の会の会員様ご招待公演　ご招待受付：7月6日（火）午後２時～
２Ｆ受付カ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。定員になり次第配布を終了します。）

角谷　朋紀
（コントラバス）

Check!

精華高校演劇部
「わたしとおばけとおばあちゃん」（作：精華高校演劇部）

8.7土

１０さいの女の子るるちゃん。
去年なくなったおばあちゃんが、るるにだけは見え
ます。
お友達はみんな、るるちゃんを変なやつ、って思って
います。
そんなある日・・・。

①11:30 ②13:00 ③14:30（開場は各15分前）

2F 小ホール
入場無料
（要整理券）

限定
各80名

約30分

すばるキッズアートフェスティバル2021 関連イベントすばるキッズアートフェスティバル2021 関連イベント

食 育 広 場食 育 広 場

8.21土 １２：００～１５：３０
３F展示室 入場無料

協力／富田林市食生活改善推進協議会

※第3回6月20日講座は大阪府の緊急事態宣言延長により8月28日（土）に延期となりました。すでにチケットを
ご購入いただいている方は、お持ちのチケットでそのままご入場いただけます。振替公演日にご都合がつかな
い方については、チケット料金の払い戻しをいたします。詳しくはホームページをご覧いただくか、すばるホール
までお問い合せください。 

振替公演チケット
8/4(水)発売開始
（友の会も同日）
初日は電話予約のみ。

コロナに負けるな！ 特別企画！ 「スタインウェイを弾こう！」
大ホールの舞台でスタインウェイを弾こう。本格的なステージで練習をしてみませんか。

対　　象：ピアノの個人練習または弦楽器等との５名以下のアンサンブル
　　　　※発表会及び営業（教室）でのご利用はできません。　
ピ ア ノ：ＳＴＥＩＮＷＡＹ-Ｄ２７４
日　　程：7月21日（水）、22日（木祝）、8月18日（水）～22日（日）の7日間
時　　間：10:00～19:00
料　　金：一般5,000円（友の会3,000円）／50分
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：7月7日（水）10：00から受付を開始します。（申込先着順）
利用日前日の17時までにチケットカウンターまでご予約ください。
料金は当日の使用前に受付カウンターまでお支払いください。
※その他、詳細はお問い合わせください。

募集
飛び出そう、舞台へ！「ピティナ・ピアノステップ」

参加者募集
開催日：９月２６日（日）※６月１３日（日）に実施を予定していましたが、緊急事態宣言
　　　　の延長に伴い延期することになりました。
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。
申込期間：～8月23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
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

※飲食コーナーはございません。

本年度の川柳大会は新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、誌上大会として実施する事となりまし
た。すばるホール2階受付カウンター備えつけの応募用紙に、必要事項をご記入の上でご応募ください。

星空を楽しもう！星空を楽しもう！

見て！ 学んで！ 楽しんで！  展示特集 ～Exhibition corner～

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。）

7月21日(水)まで

銀河鉄道の夜
時間

15:00
平日（火・木）

名探偵コナン
平日（水・金）

 たなばたさま（幼児向け） 
名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道 
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
時間

16:30
7/24.31、8/7.21.28の各土曜日

星空散歩プ

7月22日(木祝)～8月29日(日)

名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道 
名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道 
銀河鉄道の夜 

時間
11:00
13:00
15:00

夏プログラム（火～日・祝日）
プ

プ

大

8月31日(火)～9月26日(日)

THE MOON 名探偵コナン
時間

15:00
平日（火・木） 平日（水・金）

THE MOON 月のふしぎ 
名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道 
銀河鉄道の夜 

時間
11:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日
プ

プ

ププ

大

・平日月曜日［休館日のため］
・7月17日(土)［お天気教室のため］
・9月4日（土）［南河内JAZZフェスティバルのため］

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) 

※上記のほか設備点検等のため、臨時に投映を休止する場合がございますので、
　ご来場前にご確認くださいますようお願いします。

プラネタリウム番組（星空生解説付き）プ
大型映像番組（星空生解説なし）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。

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
観覧当日、3Ｆプラネタリウム前券売機にてチケットをご購入ください。
ご入場時にチケットと来場者名簿のご提出をお願いします。（来場者名簿は
プラネタリウム前にてご記入いただけます。）

すばるスターウォッチングクラブ　～星空観望会～

①「星の衝突で、何ができた？ －月のうさぎと私たちの地球－」
令和3年度　全国科学館連携協議会巡回展　解説パネル展示

②「62の「月」が織りなす多彩な世界」

宮沢賢治 銀河鉄道の夜名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道

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！

※星空生解説はございません。

プラネタリウム新番組

プラネタリウム

大型映像

星空生解説付き約45分

©KAGAYA Studio

夏の大三角と木星・土星を探してみよう
Since 1999

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）

9.25土

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…

限定80名
約40分

星空アロマ星空アロマ

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。

①10:30 ②10:00（開場は各15分前）

①7.8木 ②8.12木

since 2009

プラネ　　えほんde
プラネ

タリウムで絵本を読もう！

先着各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

Check!

Check!

講師／前田智宏
気象予報士、防災士、
健康気象アドバイザー、
ＭＢＳ毎日放送気象キャスター

7.17土

8.7土

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）

３Ｆプラネタリウム室　全席自由
ロ Lコード ： 51309

おとな 1,350円  こども 450円  親子ペア 1,620円友

おとな400円　こども200円友

限定100名※未就学児の入場はご遠慮ください。

※こどものみの参加はできません。必ず保護者の同伴をお願いします。

すばるキッズ講座すばるキッズ講座

講演テーマ：空を見るのが楽しくなる！天気のふしぎ講演テーマ：空を見るのが楽しくなる！天気のふしぎ
「お天気教室inプラネタリウム」「お天気教室inプラネタリウム」

テレビ・ラジオ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。夏休みの自由研究にぜひご活用ください。
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。

テレビ・ラジオ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。夏休みの自由研究にぜひご活用ください。
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。

企画・制作：日本科学未来館
　　　協力：全国科学館連携協議会

7.22木㊗～8.29日
10:00～17:00
３Ｆプラネタリウム室前

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

開催中
3Ｆプラネタリウム室前

Check!

10:00～17:00

観覧
無料観覧

無料

Check!
富田林“星空”STAGE　出演：Clap Stomp Swingin’with SOA
南河内JAZZフェスティバル２０２１

9.4土
３Ｆプラネタリウム室  全席自由

【南河内文化会館ネットワーク委員会ホームページ】
https://minamikawachi-net.jimdofree.com/

18:00

一般 2,100円（当日300円増）

ペア券 4,000円（前売のみ）

3公演セット券 4,800円（枚数限定）
※購入時にお好きな3公演をお選びください。

3Ｆプラネタリウム室、4F屋上ひろば
19：00（開場は15分前）～21：00

おとな500円　こども250円（4歳以上、中学生以下）

Lコード ： 52983

※新型コロナウイルス感染対策の緩和状況により、
　追加で若干数の販売を行う場合があります。
※6歳未満入場不可。

※各会館及び主催ホームページでも販売しています。

主催／南河内文化会館ネットワーク委員会

 ８月 ２８日（土）

 ９月 ４日（土）

 ９月 １１日（土）

 ９月 １８日（土）

 ９月 ２５日（土）

１０月 ２日（土）

 羽曳野STAGE  LICはびきの
出演/千種アンリ(Vo)・里村稔(Sax)・時安吉宏(Bs)
佐藤英宜(Dr)・祖田修（Pf)

 富田林“星空”STAGE  すばるホール
出演/Clap Stomp Swingin' with SOA

 大阪狭山STAGE  SAYAKAホール
出演/京都コンポーザーズ・ジャズ・オーケストラ with 川又瑞代

 藤井寺STAGE  パープルホール
出演/宮詠子（Pf）・尾崎薫（Ba）・深澤学（Dr）・箕作元総（Gt）
渡辺隆（Tp）・落合智子（Sax）・やまもとゆうこ（Vo）

 松原 STAGE  松原市文化会館
出演 /Make Jazz Orchestra

 河内長野 STAGE  ラブリーホール
出演 / ナチュラルキラーズ

南河内文化会館JAZZフェスティバル２０２１スケジュール

【出　演】
高田亮介（Gt）  山下拓郎（Cl）
斎藤一郎（Ba） 山本真央（Org）
USAGI（MPC）
SOA (ゲストボーカル)

限定100名

「名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道」を
ご観覧のお客様に

番組オリジナル付箋をプレゼント！
※どちらか１つ。なくなり次第、配布終了。

たなばたさま
幼児向けプラネタリウム

織姫さまと彦星さま、二人はどうして
年に一度7月7日の夜にしか会えない
のでしょうか？
日本の有名な“たなばたさま”のお話
です。

星空散歩

7/24.31、8/7.21.28の各土曜日 16:30～

当日の夜9時から翌朝にかけてみられる星空をご
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。

星空生解説付き約35分

星空生解説番組約45分

©GOTO OPTICAL MFG CO.

7月18日（日）まで

すばるスペースアート展２０２１すばるスペースアート展２０２１

7.16金～18日
１０：００～１７：００ 3Ｆ展示室

富田林市内の幼稚園
児、保育園児、小学４
年生及び中学校美術
部の皆さんが、宇宙
をテーマに自由な発
想で描いた絵画を展
示します。こども達
の想像力溢れる作品
をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、工作コーナ
ーはございません。

観覧無料

宮沢賢治の世界を再現した
テーマパーク、イーハトー
ブワールドの銀河鉄道列車
に乗る事になったコナンた
ち少年探偵団と蘭、園子。
幻想的な星空の世界を満
喫していると突然、キッドか
らの予告状が届く。
繰り広げられる、キッドとの
お宝争奪戦！しかしそこには
思いもしない罠が仕掛けら
れていた。
あの大人気アニメのプラネ
タリウム版最新作がついに
登場！ ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

（休館日を除く）

【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
　　　　　　※雲天・雨天時は室内にて別プログラムで実施します。
【参加方法】すばるホールでお電話又は窓口にてご予約いただき、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
【お 願 い】新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。
　　　　　　ご予約をキャンセルされる場合はお電話にてご連絡をお願いします。

7.10土
初日は電話予約のみ
友の会も同日

限定40名

予約開始 一般発売

7.24土
初日は電話予約のみ
友の会も同日

「宝石の歌」
・ローズ
・ジャスミン
・フランキンセンス

Check!

（休館日を除く）

7/16(金)～18(日)はすばるスペースアート展会場内（3F展示室）にて先行開催！

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


