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3.26土
2Fホール 全席指定
14:00（開場は60分前）

一般 2,000円
高校生以下 1,000円（当日各500円増）

手嶌葵
15th Anniversary Concert
～ Simple is best ～

宝くじ文化公演 東京混声合唱団 特別演奏会宝くじ文化公演 東京混声合唱団 特別演奏会すばるホール開館 30周年記念事業

すばるホール開館30周年記念・文化芸術振興パートナーシップ協定事業

出演　指揮：宮川彬良　ピアノ：角野隼斗　吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra出演　指揮：宮川彬良　ピアノ：角野隼斗　吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra

予定曲目
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー（ピアノ： 角野隼斗）

ロジャース（宮川彬良編曲）：私のお気に入り
宮川彬良：Next Vision

宮川彬良：すばるホール委嘱作品（世界初演） ほか

予定曲目
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー（ピアノ： 角野隼斗）

ロジャース（宮川彬良編曲）：私のお気に入り
宮川彬良：Next Vision

宮川彬良：すばるホール委嘱作品（世界初演） ほか

富田林演奏会2022

1987年、福岡県生まれ。
「The Rose」を歌ったデモCDが、スタジオジブリ鈴木敏夫プロデューサーと、
2006年に公開された映画『ゲド戦記』宮崎吾朗監督の耳に届く事となり、同作品ヒロイン
のテルー役、そして挿入歌「テルーの唄」でデビュー。
2021年1月、TBS日曜劇場『天国と地獄 ～サイコな2人～』主題歌、「ただいま」を担当。
聴き手の心を揺さぶるその類稀なる歌声は、数々の主題歌やCMソングに求められ続け
ており、近年はライブ活動も積極的に行っている。

すばるホール開館30周年を記念して、宮川彬良氏による名曲セレクションの演奏と、今回の公
演のために書き下ろしていただいた新曲の初演を行います。
また、ゲストには2018年ピティナピアノコンペティション特級グランプリで、YouTubeでは
"Cateen(かてぃん)"として活動する新時代のピアニスト・角野隼斗さんをお迎えします。

すばるホール開館30周年を記念して、宮川彬良氏による名曲セレクションの演奏と、今回の公
演のために書き下ろしていただいた新曲の初演を行います。
また、ゲストには2018年ピティナピアノコンペティション特級グランプリで、YouTubeでは
"Cateen(かてぃん)"として活動する新時代のピアニスト・角野隼斗さんをお迎えします。

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公演を行っています。すばるホールでは12年振
り3回目の公演となります。指揮に2019年4月より東京
混声合唱団の指揮者となり、すばるホールでは「Osaka 
Shion Wind Orchestra小学校芸術鑑賞会吹奏楽コン
サート」にご出演いただいている髙谷光信氏。ピアノに
は「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」等、すばるホールで
おなじみの酒井有彩氏をお迎えし、合唱の魅力を幅広い
方にお届けいたします。

3.5土 2Fホール  全席指定
１5：００（開場は４５分前）

6,000円（当日共） 5,500円友
※前売券で予定枚数に達した場合は、当日券の販売はございません
※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般発売

1.15土
初日は電話予約のみ

友の会予約

1.12水
初日は電話予約のみ

Check!

Check!

予定曲目 「The Rose」　「明日への手紙」
 「ただいま」（TBS日曜劇場「天国と地獄」主題歌）
 「テルーの唄」（映画「ゲド戦記」劇中挿入歌） 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。

1.8土
初日は電話予約のみ

一般発売

C Lコード ： 52596

※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。
※この公演は、大阪府民を対象としています。

主催／富田林市、
　　  （公財）富田林市文化振興事業団、
　　  （一財）自治総合センター

予定曲目　
■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「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
※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。

指　揮／髙谷光信 ピアノ／酒井有彩

合　唱／東京混声合唱団

C Lコード ： 52567ぴ

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。

開 設 期 間 ： 2月16日（水）～3月15日（火） （ 土・日・祝を除く。ただし2月20日（日）・27日（日）は開設します。）

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。

Ｐコード：207-656

宮川彬良
＆

Osaka Shion Wind Orchestra

角野隼斗角野隼斗

3.13日3.13日
2Fホール 全席指定14:00（開場は45分前） 2Fホール 全席指定14:00（開場は45分前） 3,800円友4,000円（当日500円増）

※U‐18シート：２階Ｘ列に限り、高校生以下の方は2,000円（友の会会員は1,900円）。　　※未就学児の入場はご遠慮ください。　後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
※U-18シートはすばるホールのみの販売。　※すばる友の会会員先行予約でホール販売分の予定枚数に達した場合、一般発売はプレイガイドのみの販売となります。また、前売券で完売した場合、当日券の販売はございません。
※U‐18シート：２階Ｘ列に限り、高校生以下の方は2,000円（友の会会員は1,900円）。　※未就学児の入場はご遠慮ください。　※Ｕ－１８シートはすばるホール（窓口または電話）までお申し込みください。
※すばる友の会会員先行予約でホール販売分の予定枚数に達した場合、一般発売はプレイガイドのみの販売となります。また、前売券で完売した場合、当日券の販売はございません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

ぴぴ Lコード ： 56043 Ｐコード：208-911
一般発売

1.26水
初日は電話予約のみ

友の会予約

1.19水
初日は電話予約のみ

©飯島 隆

©ザ・シンフォニーホール
Check!

2Fホール  全席自由1.23日 一般 1,000円  中学生以下 500円（当日200円増）
一般 1,000円  高校生以下 500円（当日200円増）限定各300名 一般  900円  高校生以下 450円友

一般  900円  中学生以下 450円友

奥田なな子（チェロ） 伊藤順一（ピアノ）

Vol.32
Vol.33

Vol.33 クラシックコンサート 15：00

チェロとピアノで綴る
珠玉の作品集

演奏曲／フォーレ シチリエンヌ、エレジー
　　　　ドビュッシー  月の光、チェロソナタ 
　　　　エルガー 愛のあいさつ  ほか

Check!
※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。

Vol.32 ファミリーコンサート

こどもとクラシック
ねぇねぇきいて、チェロの音、ピアノの音

13：00

Check!

演奏曲／エルガー 愛のあいさつ
　　　　サン＝サーンス 白鳥
　　　　ショパン 英雄ポロネーズ 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。
※4歳以上有料、3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）

奥田なな子と伊藤順一が綴る
２つのコンサート

※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.32/33

ゲスト

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

 8［土］ すばる寄席　桂文之助独演会 小ホール 14:00  すばるホール

 8・22［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
 13[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

 14［金］～16[日] 第34回 国際平和ポスター・コンテスト 展示室  無料 富田林ライオンズクラブ・南大阪みささぎライオンズクラブ／0721-24-6350

 15［土］ すばるホール開館30周年記念事業　野村友里愛　ピアノ・リサイタル ホール 14:00  すばるホール

 16[日] 富田林歴史講座「富田林の日本一～西国三十三度満願供養塔」 小ホール 13:30 500円 すばるホール
  私の街でクラシックVol.32 奥田なな子と伊藤順一が綴る2つのコンサート「ファミリーコンサート」 ホール 13:00  すばるホール
 23[日]
  私の街でクラシックVol.33 奥田なな子と伊藤順一が綴る2つのコンサート「クラシックコンサート」 ホール 15:00  すばるホール

 27［木］～30[日] 第１０回 富田林市工芸協会会員展 展示室  無料 富田林市工芸協会　山本／090-8193-0045

 28[金] いろいろ手作り　すばる工房　第5回「プリザーブドアレンジ」 会議室１ 13:30～16:00  すばるホール 

 29［土］ すばるイブニングコンサート　「大山桃暖　ピアノ・リサイタル」 レストラン 17:00 600円 すばるホール

4・8・15・22・29
7・11・14・18・21・25・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。

7・11～14・18～21・25・26 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。）

14日/13:00～17:00
15日/10:00～17:00
16日/10:00～12:00

9:30～17:00
※最終日は16:00まで

一般 1,800円
ペア 3,400円

一般 1,000円
高校生以下 500円

一般 1,000円
中学生以下 500円

一般 1,000円
高校生以下 500円

講習費1,000円
（別途、材料費2,000円）

おとな 500円
こども 250円

一般 1,000円
割引 900円

講習費1,000円
（別途、材料費1,000円　ケース付）

おとな 1,500円
こども(3歳～小学生) 1,000円

親子ペア 2,250円

 4［金］～6[日] 「超ラッセン原画展」絵画展示販売会 展示室 10:00～18:00 無料（販売有） アールビバン㈱企画／03-5783-7302 ※平日9:00～16:00
 5［土］ 新春のつどい 小ホール 14:00 関係者のみ 年金者組合富田林支部　木下町子／090-7879-4379
  すばるイブニングコンサート　「長谷川祐音　ピアノ・リサイタル」 レストラン 17:00 600円 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！～（幼児向け） プラネタリウム室 10:30 無料 すばるホール
  ピアノ教室ぷりもぴあっと　ピアノコンサート ホール 11:00 関係者のみ ぷりもぴあっと　代表　堀家／090-3676-0729
 11[金祝] いろいろ手作り　すばる工房　第6回「クラフトバンドで作るおひなさま」 会議室１ 13:30～16:30  すばるホール

 12［土］ すばるスターウォッチングクラブ～星空観望会～「月と冬の星座を観察しよう」 プラネタリウム室他 18:00   すばるホール

  富田林市カラオケ連絡会　第27回発表会 ホール 10:00 無料 富田林市カラオケ連絡会　米原／090-1911-7410

 13[日]  
   リハーサル室 14:00   すばるホール
 

 15[火] すばる映画祭　「お終活 熟春!人生、百年時代の過ごし方」 ホール ①10:30 ②14:00  すばるホール

  葵音つばさこども園　生活発表会 ホール 9:00（予定） 関係者のみ 社会福祉法人博光福祉会　認定こども園　葵音つばさこども園／0721-40-0283

 26［土］ 誰でも今すぐできる防災術～もしもに備えるいつも～ 小ホール 13:30 無料（要事前申込） 富田林市　人権・市民協働課／0721-25-1000
  すばるイブニングコンサート　「稲垣慈永　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 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団　寺野／090-9110-7492

 5［土］ 手嶌葵 15th Anniversary Concert～Simple is best～ ホール 15:00 6,000円 すばるホール
 6[日] 第18回草笛の家作品展 展示室 10:00 無料 草笛の家 作品展実行委員／0721-90-3500
  富田林女声コーラス50周年演奏会 ホール 14:00 無料（要整理券） 富田林女声コーラス 玉井裕子／0721-34-6485

5・12・19
1・4・8・15・18・22・25

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・8～10・15～18・22・24・25 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。）

ピティナ・ピアノセミナー　おとみっくの音楽ワークショップ
～見て！聴いて！発見する！ピアノのひみつ～

完 売

完 売

※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。　※公演の席数については、状況により変更する場合がございます。

すばる友の会先行予約開始日（初日は電話予約及びインターネットチケットサービスのみ受付、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及びインターネットチケットサービスのみ受付（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!

2022 January &
 February

【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。

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
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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

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

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 https://t.pia.jp/ぴ

CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/C

近隣ホールチケット情報（前売券）

□冨田一樹　オルガンレクチャーコンサート
　「J.S.バッハと対位法」～祈りを重ねて響かせて～
●1月29日（土）14:00開演（13:15開場）～15:45終了予定
●1F ホールＭ　●前売・指定席／2,000円（当日300円増）
●出演／冨田一樹　●演奏予定曲／ 
J.S.バッハ　フーガ ロ短調 BWV579 「コレッリの主題による」いと高きところには神に
のみ栄光あれ BWV663　最愛のイエス、我らここに集いて BWV633　パッサカリア 
ハ短調 BWV582　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　※未就学児童の入場不可。

TEL:072-950-5504（チケット専用）LIC はびきの

□島津亜矢コンサート２０２２
●2月20日（日）12:00開演（11:15開場）／16:00開演（15:15開場）
●大ホール（全席指定）
●S席7,000円　A席6,000円（当日各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

TEL:072-365-9590（チケット専用）SAYAKAホール

□第68回らぶりい寄席　桂文枝 独演会
●3月21日（月・祝）14:00開演（13:30開場）
●大ホール（全席指定）
●一般料金／前売3,500円（当日500円増）
※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

※年末は12/28まで。年始は1/4から開館します。
※12/28及び1/4は17:30で閉館します。
※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。

●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
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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
SUBARU NEWS 1&2 2022

January &
         February

3.11
金

インターネットチケットサービス すばるホールホームページからもチケットがご購入いただけます。（一部公演を除く）
https://p-ticket.jp/subaruhall



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。（公演時間約 90分）

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5回　1月16日（日）
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

２Fホール
５００円（当日共）

無料

４５０円友
限定
100名

コンサート

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

１Fレストラン 全席自由17：00 6００円（当日200円増） 5００円友 ※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。あらかじめご了承ください。
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）　協力／patisserie Blanc

限定各5０名

1.29土
大山桃暖

（大阪学芸高等学校１年）

2021ピティナピアノコンペティションＧ級銅賞

演奏予定曲
◆ストラヴィンスキー：「ペトルーシュカ」からの3楽章
◆ショパン：バラード第1番　ト短調　Op.23　ほか

Check!

2.5土
長谷川祐音

（西宮市立用海小学校６年）

2021ピティナピアノコンペティションJr.Ｇ級銅賞

演奏予定曲
◆ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第９番  Op.14-1  ホ長調
◆ショパン／ノクターン  第７番  Op.27-1  嬰ハ短調
◆シューマン／子供の情景  Op.15  ほか

Check! 2.26土
稲垣慈永

（東大寺学園高等学校３年）

2021ピティナピアノコンペティションＧ級ベスト賞

演奏予定曲
◆ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調 Op.57「熱情」
◆ショパン :エチュード イ短調 Op.10-2
◆リスト：バッハの名による幻想曲とフーガS.529　ほか 出演団体　トミー塾／縁歌クラブ／TDBカラオケ友の会

　　　　　美家／やまびこ／錦会
ゲスト　おおい大輔

Check!

熟年離婚寸前の夫婦が、葬儀社の男から紹介された終活フェアをきっかけにてんやわ
んやの大騒ぎ！人生百年時代と言われる今、定年後に訪れる「熟年の青春＝熟春（じゅ
くしゅん）」を明るく迎えるために人生整理に動き出す家族の騒動をコミカルに描いた
「笑って」「泣けて」「役に立つ」ヒューマンコメディが幕を開ける！！

2.15火
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
※全回日本語字幕付きで上映します。　　　後援／富田林市（申請中）

脚本・監督：香月秀之
出演：水野勝、松下由樹、高畑淳子、橋爪功 ほか　上映時間：113分

Lコード ： 55933

©2021年「お終活」製作委員会

すばる映画祭 －Film Collection－

Check!「お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方」

コンサート

野村友里愛ピアノ・リサイタル Check!

一般社団法人全日本ピアノ指導者協会が開催
する「ピティナ・ピアノコンペティション」の2021
年特級グランプリ。
（このコンサートは特級グランプリへの褒賞公演
として開催します。）

色々な場所にあるピアノ！ピアノってどんな楽器？秘密を大発見！
音楽に合わせてカラダを動かしたり、リズムを叩いたりしながらピアノに親しもう！
ピアノをはじめようと思っている方、ピアノのことをもっと知りたい方にオススメです。

おとみっくプロフィール …………………………………………………………………
2012年結成。イギリスやポルトガルから学んだ最先端の音楽ワークショップを独自
の参加型音楽プログラムとして展開する音楽ワークショップ・アーティスト。年齢や言
語、障がいの有無を問わず誰もが参加できる音楽ワークショップやコンサートを様々
な垣根を越えて開催している。これまでに約200公演、乳幼児から大人まで、のべ1万
人以上がワークショップに参加。

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。

1.15土

3.19土～21月㊗

２Ｆホール 全席指定１４：００

一般 1,000円  高校生以下 500円（各当日共）
C

※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。　※公演時間は約1時間を予定しています。
後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

※上演スケジュール、観覧の可否、申し込み方法等に関しては決まり次第ホームページ等で
　お知らせします。

主催／全国高等学校演劇協議会、
公益社団法人全国高等学校文化連盟加盟団体高等学校文化連盟全国演劇専門部
共催／公益財団法人富田林市文化振興事業団
後援／文化庁（予定） 公益社団法人全国高等学校文化連盟、大阪府教育委員会、他　
特別協賛／東京工科大学 日本工学院
協賛／四国学院大学、桐朋学園芸術短期大学、多摩美術大学

※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。

一般 800円  高校生以下 400円友

すばるホール開館30周年記念事業
落語

桂文之助独演会 Check!

すばる寄席

Lコード ： 55054

講座

すばるジュニア弦楽アカデミー  受講生随時募集中
Check!

講座

Check!

桂弥っこ豊来家板里（太神楽曲芸）

1.8土 ２Ｆ小ホール 全席自由
１４：００

一般 1,600円  ペア 3,000円友
※本紙発行時点で完売している場合がございます。前売券が完売の場合、当日券はございませんので、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。   制作／三栄企画　協力／米朝事務所

限定
100名

一般 1,800円（当日200円増）　ペア 3,400円（前売のみ）

出演／桂文之助≪演目≫「親子茶屋」「星野屋」他１席
桂弥っこ、豊来家板里（太神楽曲芸）

演劇

第16回春季全国高等学校 演劇研究大会（フェスティバル2022）

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

富田林市カラオケ連絡会  第27回発表会

お知らせ

　市庁舎の建て替えに伴う一部部署の移転により、令和４年10月１日（土）から下記
施設の利用ができなくなります。　
　皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
また、その他の施設については通常どおりご利用いただけます。

すばるホールのご利用について

（対象施設）
3階 アルデバラン　　4階 銀河の間・秀月の間

2.13日 10:00 ２Fホール  全席自由
主催／富田林市カラオケ連絡会

当日会場にて、富田林市民の希望者を対象に一般社団法人富田林医師会・富田林
市発行の「エンディングノート」を配布します。（書き方のビデオ上映もあります）

問い合わせ　すばるホール

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。

おとみっくの音楽ワークショップ ～見て！ 聴いて！ 発見する！ ピアノのひみつ～
ピティナ・ピアノセミナー

講師：音楽ワークショップ・アーティスト『おとみっく』坂本夏樹、桜井しおり

14：00

※当日は動きやすい格好でお越しください。　※上履きをご持参ください。
※３歳以上のお子様を対象としています。
主催／ピティナ富田林すばるステーション　　後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

２Ｆリハーサル室  全席自由
おとな 1,500円  こども（３歳～小学生） 1,000円（各当日共）  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

2.13日 限定
50名

ピティナウェブサイトでも受付しています。（ピティナ会員のみ）
一般発売

1.5水
初日は電話予約のみ

コロナに負けるな！新企画 いろいろ手作り「すばる工房」コロナに負けるな！新企画 いろいろ手作り「すばる工房」
自粛、自粛で疲れた“ココロ”を素敵な「ものづくり」でリフレッシュしませんか。自粛、自粛で疲れた“ココロ”を素敵な「ものづくり」でリフレッシュしませんか。

【予定曲目】
スクリャービン：ピアノ・ソナタ第2番「幻想ソナタ」
ショパン：バラード第1番、ポロネーズ第６番「英雄」
ラフマニノフ：ピアノ・ソナタ第2番

完売御礼 完売御礼

第5回「プリザーブドアレンジ」
あなたのアレンジで空間も心も華やかに！
※お花・添物の色は選べます。

手作りネックレスでお出かけ気分をUP！
※各ネックレス４名まで、当日選べます。

日　時／1月28日（金）13：30～16：00
講　師／山本 嘉美（クリスタル・ローズ）
講習費／1,000円（別途、材料費2,000円）

第6回「クラフトバンドで作るおひなさま」
キュートな手作りおひなさまで幸せを呼び込みましょう！
日　時／2月11日（金祝）13：30～16：30
講　師／高橋 三重子
講習費／1,000円（別途、材料費1,000円  ケース付）

第7回「ネックレスの製作」

日　時／3月18日（金）10：00～11：30　
講　師／柴田 明子
参加費／1,000円（別途、材料費500円）

会場／会議室１  募集／各10名程度  ※最少開催人数6名  講習費・材料費は当日お支払い。
予約開始日／1月7日（金）10：00～チケット専用電話宛てご予約下さい。

Check!

Check!

Check!

※材料費は１点分

コロナに負けるな！ 特別企画！ 「スタインウェイを弾こう！」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。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 D-274
日　　程 ３月22日（火）、23日（水）、24日（木）の３日間　
時　　間 10:00 ～ 19:00　（だたし、22日は11：00～）
料　　金 一般3,000円（友の会2,000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 2月2日（水）10：00～お電話にて受付します（申込先着順）。
 利用日前日の17時までにチケット専用ダイヤルまでご予約ください。
 料金は当日の利用前に２階受付カウンターまでお支払いください。
※日程、時間は変更になる場合がござます。
※記録撮影も可能ですが、機材はご持参ください。撮影画像の商用利用はご遠慮ください。また、著作権等の責任は利用者様に負っていただきます。
※極力最小人数でお越しください。観覧目的での同伴はご遠慮ください。客席はご利用いただけません。
※足台、補助ペダルが必要な場合は、ご持参ください。　　※演奏時を含めマスクの着用をお願い致します。

ついに全国大会開催！

全国から集まった全10校が珠玉の舞台を上演！

友の会も同日

「スタインウェイを弾こう」は新型コロナウイルスが猛威を振るい始めて初めての夏（2020年８月）
コロナ禍における公共ホールの新たな試みとして、コンサートピアノとして名高い『スタインウェイ』
を市民の皆様にも演奏いただけるよう企画しました。ご好評をいただき、2021年８月にも再度開催
しましたが、皆様からのご要望にお応えし、３月にも再々開催致します！

Check!

残席わずか

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。）

12月25日(土)～2022年1月9日(日)

オデッセイ
時間
15:00

平日（火・木）
名探偵コナン
平日（水・金）

（幼児向け）さんびきのこぶた ながれぼしをみた
名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道
天文台の星空～南半球チリの星月夜～

時間
11:00
13:00
15:00

冬休みプログラム

 1月11日(火)～2月27日(日)

（幼児向け）たいようくんとおつきちゃん
名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道
オデッセイ～果てしなく美しい宇宙～

時間
11:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日

※各プログラムは入替制です。（各回の定員はお問い合せください。）  ※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)  

・平日月曜日［休館日のため］
・12月29日（水）～2022年1月3日（月）［年末年始休館のため］
・1月10日（月祝）［成人式のため］
・3月11日（金）［プラネタリウム震災特別番組投映のため］
※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。

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

投映休止日

※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室前にてご記入いただけます。）

名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道

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40分

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。

開催中 3Ｆプラネタリウム室前
10:00～17:00

観覧
無料

（休館日を除く）

アケボノゾウの全身骨格標本

プラネタリウム プラネタリウム

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 ＜制作・配給＞コニカミノルタプラネタリウム株式会社

幼児向けプラネタリウム

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70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（開場は各15分前）
1.13木 2.10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

幼児向け

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。

当日は東の空に月が、東から南寄りには「オリオン座」や「おおいぬ座」「こ
いぬ座」が昇ってきています。冬の夜空は気温が低く、空気が澄んでいる
ので星の輝きがきれいに見えます。皆さん一緒に冬の星空を観察してみませんか？
※曇天・雨天時は室内にて別プログラム（冬の星座のお話とプラネタリウム番組「ふしぎな猫の天文台」鑑賞）となります。

すばるスターウォッチングクラブ～星空観望会～

『月と冬の星座を観察しよう』
Check!

2.12土
おとな400円　こども200円友

※本誌発行時点で予約受付を終了している場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※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。

3Ｆプラネタリウム室、4F屋上ひろば
18：00（開場は15分前）～20：00（予定）

おとな500円　こども250円（4歳以上、中学生以下）

【内　　容】プラネタリウム室にて当日の星空解説と望遠鏡のお話 → 屋上ひろばで観望会
　　　　　　　　 ※曇天・雨天時は室内にて別プログラム（惑星をテーマにしたお話とプラネタリウム番組「ふしぎな猫の天文台」鑑賞）となります。
【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
【お 願 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。

限定40名

プラネタリウム番組（星空生解説付き）プ

プ

プ

プ

プ

プ

プ

プ プ

たいようくんとおつきちゃんOdyssey オデッセイ
～果てしなく美しい宇宙～

人類は長い間、宇宙への探求を夢見てきま
した。それが現実となった現在、様々な宇
宙船が地球を飛び出し、探査機が太陽系の
天体を調査しています。また高性能な天体
望遠鏡を使い、遥か宇宙の彼方の姿まで
観測することができるようになりました。
宇宙は何もなく静かな世界と思われてきま
したが、実は大変美しく、生と死が繰り返
される活気あふれる世界であることを人類
は知ったのです。
この作品では、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。

たいようくんは、夜空の
ほしさんに会いたくてた
まりません。
本で調べたり、おつき
ちゃんにきいてみたり。
たいようくんはほんとう
にほしさんに会えるのか
な？
天体の動き、月の満ち
欠け、星の動きを紹介
する幼児向け番組です。

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。（約 40分）

提供／仙台市天文台

３Ｆプラネタリウム室
①15：00  ②18：00（開場は各回15分前）
3.11金 

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）
予約開始

1.14金
初日は電話予約のみ

10:00～

Check!

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）3.12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

Check!

プラネタリウム投映プログラム

©ESO/NASA/GSFC/Th.Matsopoulos

「ボタニカル　ブーケ」
・ゼラニウム
・レモングラス
・アニス
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