
『増山頌子 チェロ・リサイタル』
すばるアフタヌーンコンサート Vol.2

※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

9.21水 ２Ｆホール（１階席エリア限定）　全席自由
14：00

1,000円（当日共） 会員ご本人様は無料（お電話にて招待券をお申し込みください、２枚目以降は900円）友

Lコード ： 55458Web

曲目
パガニーニ：モーゼ幻想曲

ヘンリー・マンシーニ：『ひまわり』
岡野貞一：『ふるさと』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。

限定300名

一般発売 7.6水
初日は電話及びweb予約のみ

友の会も同日

Check!

まし   やま  しょう   こ

増山頌子（チェロ） 吉岡麻梨（ピアノ）
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11：00～15：00
ほっとひろば
        ＆
親子　
かんたん工作

ほっとひろば
        ＆
親子　
かんたん工作

10：30～11：30
富田林の民話
・ボタモチがカエルに
  なった（語り）
・嫁に行ったキヌ
  （紙しばい）
・天狗の松
  （ペープサート）
・碁の上手なきつね

富田林の民話
・ボタモチがカエルに
  なった（語り）
・嫁に行ったキヌ
  （紙しばい）
・天狗の松
  （ペープサート）
・碁の上手なきつね

12：30～15：00
ストロー
飛行機を
飛ばして
遊ぼう

ストロー
飛行機を
飛ばして
遊ぼう

10：00～15：00
朝食モリモリ
野菜バリバリ
・野菜の
  おりがみつくり
・切り口クイズ
・乾物クイズ

朝食モリモリ
野菜バリバリ
・野菜の
  おりがみつくり
・切り口クイズ
・乾物クイズ

10：00～15：00
野菜をもっと
知ろう！
・食品つり
・消しゴムはんこ
・豆はこび
・わなげ

野菜をもっと
知ろう！
・食品つり
・消しゴムはんこ
・豆はこび
・わなげ

10：30～12：00
造形あそび
紙管で
ものづくり

造形あそび
紙管で
ものづくり

10：45～11：45
みんなdeアート
みんなの手で
大きな絵をつくろう

みんなdeアート
みんなの手で
大きな絵をつくろう

13：15～14：30
みんなdeアート
みんなの手で
大きな絵をつくろう

みんなdeアート
みんなの手で
大きな絵をつくろう

13：00～14：30
造形あそび
紙管で
ものづくり

造形あそび
紙管で
ものづくり

13：30～14：30
富田林の民話
・ボタモチがカエルに
  なった（語り）
・嫁に行ったキヌ
  （紙しばい）
・天狗の松
  （ペープサート）
・碁の上手なきつね

富田林の民話
・ボタモチがカエルに
  なった（語り）
・嫁に行ったキヌ
  （紙しばい）
・天狗の松
  （ペープサート）
・碁の上手なきつね

10：00～11：30
ボディー
ペインティング
ボディー
ペインティング
身体にいろんな絵
を描いてもらおう

13：00～14：30
ボディー
ペインティング
ボディー
ペインティング
身体にいろんな絵
を描いてもらおう

11：00～12：30
自分だけの
オリジナル
うちわを作ろう

自分だけの
オリジナル
うちわを作ろう

10：00～10：30
プラネdeえほん
（入場無料）
プラネdeえほん
（入場無料）

11:00～11:45
ポケットモンスター
ｵｰﾛﾗからのﾒｯｾｰｼﾞ
ポケットモンスター
ｵｰﾛﾗからのﾒｯｾｰｼﾞ

13:00～13:45
クレヨンしんちゃん
宇宙からの来訪者
クレヨンしんちゃん
宇宙からの来訪者

14:00～14:45
ポケットモンスター
ｵｰﾛﾗからのﾒｯｾｰｼﾞ
ポケットモンスター
ｵｰﾛﾗからのﾒｯｾｰｼﾞ

15:00～15:45
クレヨンしんちゃん
宇宙からの来訪者
クレヨンしんちゃん
宇宙からの来訪者

10：30～11：00
等身大人形劇団カッパ座公演
お姉さん＆ぶートン君
と過ごす楽しい時間

等身大人形劇団カッパ座公演
お姉さん＆ぶートン君
と過ごす楽しい時間

12:30～13:35
映画
「すみっコぐらし」
映画
「すみっコぐらし」

14：30～15：35
映画
「すみっコぐらし」
映画
「すみっコぐらし」

（無くなり次第終了）

13：30～15：00
自分だけの
オリジナル
うちわを作ろう

自分だけの
オリジナル
うちわを作ろう
（無くなり次第終了）

11：00～12：30
クロワッサン
サーカスショー
クロワッサン
サーカスショー

サプライズ
　パフォーマンス
・富田林市ダンス連盟
・スバルファイブ

▶
イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

▶

▶
イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

▶

2022８月７日（日） １０：００～１５：００

※こどもは3歳以上中学生以下　※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）

２Fホール  全席指定11：00
おとな 2,000円  こども 1,000円（各当日共） おとな 1,600円  こども 800円友

8.7日
Web Lコード ： 56607

Check!

すばるキッズアー
トフェスティバル

2022
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カスショークロワッサンサー
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大きな絵本やシ
ルクハットの乗

り物が

登場する世界で
奏でるファンタ

ジックな

おとぎ話の中～
ワクワクドキド

キの

サーカスがはじ
まる♬♪♪
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すばる映画祭 －Film Collection－
すばるキッズアートフェスティバル2022

すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコすみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
とある秋の日、キャンプに出かけて行ったすみっコたち。
空を見上げると、いつもより大きく青く輝く月が。
「５年に１度おとずれる、青い大満月の夜。
魔法使いたちが町にやってきて、夢を叶えてくれる」
伝説のとおり、すみっコたちの町に魔法使いの5人きょうだいが舞い
下りてきた！　公園、スーパーマーケット、森の中。
次々と魔法がかけられ、キラキラに彩られた町はまるでパーティー
会場のよう。
やがて楽しい夜に終わりが近づき、月へ帰っていく魔法使いたち。
そこにはなぜか…たぴおかの姿が!?すえっコの“ふぁいぶ”と間違え
て連れていかれてしまって…？

8.7日 ４Ｆ銀河の間  全席自由
①１２：３０ ②１４：３０（開場は各３０分前、各回入替制）

※当日直接会場へお越しください。定員に達した時点で入場を締め切ります。

入場無料
（各回限定200名）

ナレーション：井ノ原快彦、本上まなみ　上映時間：65分
※全回日本語字幕付きで上映します。

©2021日本すみっコぐらし協会映画部

有料

綱わたり体験綱わたり体験

入場無料（一部有料の催しもあります）新型コロナウイルス
感染拡大防止のため
入場を制限する場合
があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご協力をお願いいたします。

プラネタリウムは1日限りの特別料金
おとな・こども均一200円（3歳以下は無料）

チケットは当日会場前の券売機で9:30より販売します。　

©2021 日本すみっコぐらし協会映画部

有料

有料

有料

有料

正面玄関前にて消防車と写真撮影ができるよ！
　　　　　　　　(13:00～15:00)

※但し火災発生時には
　車両は出動しますの
　でご了承ください。

※雨天時は内容を変更する場合がございます。駐車場は混雑しますので、予めご了承をお願いします。　※プラネタリウムは各回定員150名です。満席の際はご了承ください。

各イベントの定員、提供数等はホームページでご確認ください。

～質実なチェリストが織りなすあたたかく甘美な調べ～
クレヨンしんちゃん 宇宙からの来訪者

星空生解説付き 約45分

投映プログラム等
詳細は中面

「プラネタリウム特集」
をご覧ください。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

プラネタリウム新番組 7月21日（木）スタート！

※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。

EVENT CALENDAR
夏・劇！すばる演劇フェスティバル2022

詳
し
く
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会場 前売料金開演
チケット販売所 友の会予約

一般発売
すばる友の会前売料金友

インターネット
チケット
サービス

2022 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。

阪神高速14号松原線の「喜連瓜破」から「三宅」JCT間は、2022年6月から約3年間
終日通行止めです。（喜連瓜破は出口・入口とも利用可能です。）

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

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

□夏井いつき 句会ライブ in 河内長野
人気テレビ番組“プレバト!!”でおなじみの
俳句の先生が河内長野にやってくる！
●10月1日（土）14:00開演（13:15開場）
●大ホール（全席指定）　●2,500円
●主催／公益財団法人 河内長野市文化振興財団
　※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

ラブリーホール

※8/7及び8/11～14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

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、但し友の会割引は4枚まで）発売初日の窓口受付はございません。（発売日の表記がないものは
発売中です。）

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/subaruhallWeb

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

7 &8
2022

July
&
August
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近隣ホールチケット情報（前売券）

TEL:0721-56-9633
（チケット専用）

□キエフ・クラシック・バレエ
白鳥の湖～全2幕～
●９月４日（日）14:00開演（13:15開場）
●大ホール（全席指定）
●一般4,500円（当日500円増）
※3歳以下のお子さまの入場不可。座席の間隔を
あけない配席で販売いたします。

SAYAKAホール TEL:072-365-9590
（チケット専用）

□ＬＩＣはびきのオルガンゼミ
それゆけ！オルガン探検隊
～パイプオルガンとお菓子の家～
「ヘンゼルとグレーテル」の楽しいお話を、パイプオルガンの
音楽と一緒に聴いてみよう！
ホールで貰える研究ノートを完成させれば、みんなもオルガン
博士だよ♪（完成させた研究ノートは自由研究にもぴったり！）

●8月7日（日）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）
●発売日／7月6日(水)
●出演／リピエノ（池田伊津美、芹澤紀子、中村歌奈）
●演奏曲目（予定）／リトル・マーメイドメドレー、海の
見える街 ほか　●主催／羽曳野市

□荒石果穂 ピアノコンサート
～南河内から羽ばたく演奏家～
●9月10日（土）
　14：00開演（13：30開場）
●ホールＭ
●指定席 1,000円
　（当日200円増・未就学児入場不可）
●出演者/荒石果穂（羽曳野市在住）
●演奏曲目
　F.ショパン／エチュード Op.10 から　
　第3番 ホ長調「別れの曲」　
　第12番 ハ短調「革命」 ほか
●チケット発売日／7月9日（土）
●主催／株式会社みのりの里
●協力／公益財団法人富田林市文化振興事業団

LIC はびきの TEL:072-950-5504
（チケット専用）

ホ 2Fホール 小 2F小ホール リ 2Fリハーサル室 展 3F展示室 プ 3Fプラネタリウム室 銀 4F銀河の間 他 その他施設会場

７
月

公演日 公演名 開演時間 会場 前売料金 お問い合せ

８
月

公演日 公演名 開演時間 会場 前売料金 お問い合せ

９
月

公演日 公演名 開演時間 会場 前売料金 お問い合せ

 2[土] Osaka Shion Wind Orchestraによる 9:30～11:30 関係者のみ すばるホール
  富田林市立中学校吹奏楽部講習会
 3[日] 第72回富田林市民文化祭 16:30 無料 すばるホール
  ダンスフェスティバル    
  8[金]15[金] いろいろ手作り　すばる工房 13:30～15:30  すばるホール
  「一閑張りの小物入れ」    
 10[日] 人形劇団クラルテ公演 14:00 おとな2,100円 すばるホール
  「ペンギンたんけんたい」  こども1,900円他
 14[木] プラネdeえほん（幼児向け） 10:30 無料 すばるホール
 15[金]～18[月祝] すばるスペースアート展2022 10:00～17:00 無料 すばるホール
 16[土] すばるアフタヌーンコンサートVol.1 14:00 一般1,000円  すばるホール
  「DUO OKAMOTO コンサート」  高校生以下500円

 17[日] ルミエールバレエ教室 第20回発表会 16:30 無料 ルミエールバレエ教室 清水由恵
     担当 岩崎／070-4231-3157
 18[月祝] 第16回JC吹奏楽フェスティバル 12:00 関係者のみ 富田林青年会議所事務局(月･水･金の
     11:00～14:30)／0721-24-1231
 19[火]～ 全国科学館連携協議会　巡回展 10:00～17:00 無料 すばるホール
 8/21[日] 「いのちってなに？」
 20[水] 劇団カッパ座の 10:00 無料 すばるホール
  プラネdeキッズタイム  （要整理券）

 
 

23[土]
 精華高校演劇部公演「夏芙蓉」 ①13:00 ②15:00 無料 すばるホール

  とんだばやし混声合唱団　練習 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団
     寺野／090-9110-7492
 24[日] すばるキッズ講座 10:30 おとな1,500円 すばるホール
  「お天気教室inプラネタリウム」  こども500円他
 26[火] フィルムカメラ、時計　無料査定会 10:00～17:00 無料 株式会社三吉堂
    （要整理券） 0120-222-056
 

30[土]

 特別編 すばるキッズ工房 ①9:30 ②10:30 400円 すばるホール
  「お絵描きとペタペタシールのフォトフレーム」  （材料費込み） 

  平和のつどい 13:30 300円 平和のつどい実行委
     西村／0721-29-6978
  星空観望会 19:00  すばるホール
  「夏の大三角と夏の星座を観察しよう！」    
 31[日] 地域福祉シンポジウム 14:00 無料 (一社)富田林市人権協議会、(社福)富田林市
  「コロナ下で、貧困に向い合う Vol.2」   社会福祉協議会　長橋／0721-24-3700

ジャザサイズレッスン（開始時間は変更する場合があります) 
1・5～8・12～15・19～22・26～29 

ビートストレックスレッスン
1・2・8・9・15・16・22・23・30
5・7・12・14・19・21・26・28

10:15 会員（随時体験
受付しています）

会員（随時体験
受付しています）

㈱BEATSTREX CORPORATION
後田裕美  080-3868-4951

9:45

19:30

  すばるキッズアートフェスティバル2022 10:00～15:00 無料 すばるホール
    （一部有料） 
 7[日] クロワッサンサーカスショー 11:00 おとな2,000円 すばるホール
    こども1,000円 
  すばる映画祭 ～Film Collection～ ①12:30 無料 すばるホール
  「すみっコぐらし　青い月夜のまほうのコ」 ②14:30   
 12[金]～ 第38回 平和を考える戦争展 9:00～17:00 無料 富田林市人権・市民協働課 藤井
 14[日]    0721-25-1000（内線474）
 17[水] 人形劇団Zooっと公演 14:00 無料 すばるホール
  「かっぱときゅうり」他  （要整理券） 
 19[金]～ ～女たちの心意気～ 10:00～18:00 入場無料 ㈱WAO！
 21[日] 日本の女流画家展 （最終日は17:00まで）  松本／0120-00-1286
  岩出和也ライブ＆課題曲大会 12:30 エントリー10,000円 ＩＫＣ岩出和也クラブ
    観覧6,000円 0721-62-5027
 21[日] 劇団つつじ満開座公演 14:00 無料 すばるホール
  「チャンバラ時代劇 座頭市 対 平手御酒」  （要整理券） 
  平和のつどい 14:00～15:30 無料 新婦人 富田林支部
  －平和へのみんなの思い持ちよってー   脇／0721-24-3209

 23[火]24[水] クリオネ（マリオネット）公演 14:00 無料 すばるホール
  「おむすびころりん」他  （要整理券） 
 27[土] とんだばやし混声合唱団　練習 18:00 要問合せ とんだばやし混声合唱団
     寺野／090-9110-7492
 30[火] ウィッグ（かつら）展示即売会 10:00 無料 ㈱ユキ
    （販売有） 0120-20-3020

ジャザサイズレッスン（開始時間は変更する場合があります) 
2～5・9・10・12・16～19・23～26・30・31

ビートストレックスレッスン 
5・6・12・19・20・26・27
2・4・9・16・18・23・25・30

10:15 会員（随時体験
受付しています）

会員（随時体験
受付しています）

ジャザサイズ　大谷砂織
090-6821-7151

ジャザサイズ　大谷砂織
090-6821-7151

㈱BEATSTREX CORPORATION
後田裕美  080-3868-4951

9:45

19:30

 3[土] 南河内JAZZフェスティバル2022 18:00 一般2,100円 すばるホール
  富田林“星空”STAGE  ペア4,000円他 
 6[火] 南河内合同就職面接会 13:00 無料 雇用促進広域連携協議会
     0721-25-1000（内線481）

完 売

完 売
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講座

すばるパソコン教室
講師／NPO法人きんきうぇぶ

5月1日より開講日が木曜日から水曜日に変わりました。

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
○
○
―
―

水曜日
―
○
―
―

金曜日
○
○
○
○

開 講 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
めて富田林の魅力を知っていただける講座です。（公演時間約 90分）

新型コロナウイルス感染防止のため、一般の観覧はできません。
出演：第一中学校　 第二中学校　 第三中学校　 金剛中学校　 葛城中学校　PL学園
　　　喜志中学校　 藤陽中学校　 明治池中学校　 千早赤阪村立中学校　 Sirius Wind Band
主　　催／ＪＣ吹奏楽フェスティバル実行委員会　一般社団法人富田林青年会議所
共　　催／（公財）富田林市文化振興事業団
お問合せ／ 0721-24-1231（富田林青年会議所事務局）
お問合せ対応日時／月・水・金の11：00～14：30

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～

古市の巨大古墳群が造られる以前の富田林市域の前期古墳
からお亀石古墳などの終末期古墳までをご紹介します。

第７回
９月１８日（日）

富田林の古墳をご紹介します

江戸時代に最大二千石近くの石高を維持していた喜志五郷。
その豊かな村の成り立ちと人々の暮らしをご紹介します。

第８回
2023年１月１５日（日）

ご存じですか？ 巨大な惣村、喜志五郷

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
各回５００円（当日共） 各回４５０円友 限定各100名Web

すばるアフタヌーンコンサート Vol.1
コンサート

『ＤＵＯ ＯＫＡＭＯＴＯ コンサート』

コンサート

富田林“星空”STAGE ～ 北牧チカ トリオ 星空に届く歌声 ～ Check!

今回の富田林“星空”STAGE は実力派 JAZZヴォーカリスト北牧チカさ
んを迎え、星や月にまつわるジャズスタンダードを中心に極上の歌声をお
届けします。ギターに井野アキヲ、ベースに宮野友巴を揃え、繊細かつ
自由で鮮やかなステージを繰り広げます！
予定曲目
・What a Wonderful World【フェスティバル共通曲】
・星に願いを （When you wish upon a star）
・見上げてごらん夜の星を
・ムーンリバー（Moon river） ほか
※曲目は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

一般発売

7.3日
初日は電話予約のみ
友の会も同日

9.3土 3Fプラネタリウム室　全席自由
18:00

一般 2,100円（当日300円増）　ペア 4,000円（前売のみ）
3公演セット券 4,800円（枚数限定）

※各会館及び主催ホームページでも販売しています。
※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。

※購入時にお好きな3公演をお選びください。

Lコード ： 53936

井野アキヲ
<ギター>

北牧チカ
<ヴォーカル>

宮野友巴
<ベース>

南河内JAZZフェスティバル2022
【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/

南河内JAZZフェスティバル2022スケジュール
日　　程 会　　　場 出　　　演

9月3日（土）

9月10日（土）

9月17日（土）

10月1日（土）

10月8日（土）

10月15日（土）

富田林“星空“STAGE ・ すばるホール

松原STAGE ・ 松原市文化会館

藤井寺STAGE ・ パープルホール

大阪狭山STAGE ・ SAYAKAホール

羽曳野STAGE ・ ＬＩＣはびきの

河内長野”feat.講談”STAGE ・ ラブリーホール

北牧チカ トリオ

Moonlight Swing Orchestra

加藤英雄&His くちなしJazz Quintet

青木まきほ＆ヌーベルボーンズ with 畑ひろし

Make Jazz Orchestra

玉田玉秀斎（JAZZ講談）＋ｻｳｽｻｲﾄﾞｼﾞｬｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ

限定120名

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!

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。

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。

会　場／会議室１　募集／各10名程度　※最少開催人数6名
※7/30の特別編すばるキッズ工房は定員各回20名
講習費・材料費は当日お支払い。※材料費は１点分
第12・13回分予約開始日／7月8日(金)10：00～チケット専用電話で受付。

講座共通

第12回 特別編 すばるキッズ工房
「お絵描きとペタペタシールのフォトフレーム」

第11回「一閑張りの小物入れ」

自分だけのオリジナルの「絵」を描いたり、シールを貼ってアレンジ！
透明ＣＤケースを使った楽しいフォトフレーム作り。
日時／7月30日（土）①9：30～②10：30～
講師／すばる工房スタッフ　講習費／400円（材料費込み）
持ち物／クレヨン又は色鉛筆（お絵描き用）
※未就学児は保護者がご同伴ください。

第13回「一閑張りの小物入れ」
何層にも重ねた和紙に“柿渋”で味わいのある塗りを施します。
乾燥工程が必要なため2回完結の講座です。
日時／1回目9月9日（金）2回目9月16日（金）
1・2回目とも13：30～15：30
講師／藤井 よしみ　講習費／1,500円（別途材料費800円）
※２回分の受講料です。初回受講時にお支払いください。

完売御礼

好評につき再開講！ 

コロナに負けるな！特別企画！ コロナに負けるな！特別企画！ 
「スタインウェイを弾こう！」「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練習
 ※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 8月2日（火）、3日（水）の２日間　
時　　間 10:00 ～ 19:00　（ただし、8月2日は11:00～）
料　　金 一般3,300円（友の会2,200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13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。

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。

※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。
※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。
※演奏時以外はマスクの着用をお願い致します。
※ご利用前後は備え付けの除菌シートで手指の消毒をお願いします。

Check!

【こどもたちを応援！はじめてのクラシックコンサートへ出かけよう！！】
本公演では、初めてクラシックコンサートを鑑賞されるお子様を対象に、開場時間を利用してマナーや楽し
み方などをお話しする鑑賞サポートを行います。この夏、すばるホールでコンサートデビューをしてみませ
んか？参加希望の方は当日、13時40分に2階席へお越しください。

※小さなお子様には保護者の方がご配慮をお願いいたします。
　親子鑑賞席を設けますので、そちらもご利用ください（シートクッション貸出有）。

※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。

7.16土
２Ｆホール（１階席エリア限定）　全席自由
14：00

一般 1,000円　高校生以下 500円（各当日共）
会員ご本人様は無料（お電話にて招待券をお申し込みください） 一般 900円　高校生以下450円友

Lコード ： 53741Web

曲目／成田為三：浜辺の歌
クライスラー：ロンドンデリーの歌
久石譲：となりのトトロよりメドレー
モンティ：チャルダッシュ 　ほか

限定300名 岡本伸一郎
（ヴァイオリン）

十川朋子
（ピアノ）

※ベース素材が変わります

イベント

第16回ＪＣ吹奏楽フェスティバル

7.18月㊗ ２Fホール
12：00

富田林市内の幼稚園児、保育園児及び小学4年生
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。

すばるスペースアート展２０２２すばるスペースアート展２０２２すばるスペースアート展２０２２

※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。

入場
無料

３階展示室10：00～17：00
7.15金～18月㊗

新型コロナウイルスの影響で活動を休止している文化芸術関連の団体の皆様へ
活動再開に関するご相談を承ります！
「参加人数を何人にすれば良い？」「感染防止対策の方法について相談したい」など、文
化芸術に関する活動再開の様々なお悩みのご相談に経験豊富なスタッフが応じます。

すばるホールホームページのお問い合わせ用フォームメールまたはＦＡＸ（0721-25-0550）に必要事
項をお送り下さい。お電話でのお申し込み、ご相談も可能です。
【必要事項】団体名、ご連絡先、活動内容、ご相談内容、ご希望の相談日時（対応日時が限られま
すので複数候補をご用意ください /開館日の 9時～17時）
※相談日時は担当者からご連絡し、調整のうえ決定いたします。

コロナに負けるな！特別企画

『文化芸術活動の再開相談会』

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

ポケットモンスター
オーロラからのメッセージクレヨンしんちゃん 宇宙からの来訪者

星空生解説付き約45分

星空生解説付き約45分

太陽が活動期に入り、オーロラポケモンと呼ばれ
る伝説のポケモン、スイクンが姿を現す可能性が
出てきた！
サトシとゴウは、サクラギ研究所のリサーチフェ
ローとしてスイクンとオーロラの関係を調査するた
め、オーロラビレッジへと向かう。
そこにはオーロラ研究者を父に持つ少女エマや、
雪原で暮らすたくさんのポケモンたちとの出会い
が待っていた。
そんなサトシたちの前に、ピカチュウをゲットしよ
うとロケット団が現れる。
果たして無事にオーロラへたどり着き、スイクンに
出会うことが出来るのか！？

ある日、河川敷でミステリーサークルを
発見したしんのすけとかすかべ防衛隊の
仲間たち。そこで探しものをしている綺
麗なおねえさんと出会う。一緒に探すこ
とにしたしんのすけたちだが、お姉さんに
は大きな秘密があった !!
ひょんなことからＵＦＯに乗り込み、つい
に宇宙へ進出 !?
かすかべ防衛隊と一緒に、太陽系やハビ
タブルゾーン、系外惑星などについて学
ぼう!
そして、彼らは無事に地球へ帰ることが
できるのか !?

プラネタリウム 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

（開場は各15分前）

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。

7.14木
8.7日

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

幼児向けすばるキッズ講座すばるキッズ講座

「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、こどもたちにわかりや
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、プラネタリウムの星空解説をお楽しみいただきます。

7.24日
おとな 1,350円　こども 450円　親子ペア 1,620円友

３Ｆプラネタリウム室　全席自由
10:30

おとな 1,500円　こども（小・中学生）  500円(各当日共)
親子ペア 1,800円（前売のみ）

Lコード ： 51512Web
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※当日の午前中はプラネタリムの投映を休止します。
※定員は追加する場合があります。

講師／塩見泰子
（気象予報士、防災士、健康気象アドバイザー）

【講演テーマ】
“本格的科学的な”お天気・防災自由研究

＜出演番組＞
NHK大阪拠点放送局
「おはよう関西」（平日：月～金午前７時45分～）
「ニュース・気象情報」（平日：月～金午前6時53分～）
「正午前天気」（平日：月～金午前１１時５４分～）
「きん5時」（毎週金曜日　午後5時～）

Check!

限定100名

幼児向けプラネタリウム

すばるスターウォッチングクラブ ～星空観望会～中秋の名月を見よう！
Check!

9.10土
おとな400円　こども200円友

※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。

3Fプラネタリウム室、屋外駐車場など
19:00（開場は15分前）

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し→屋外駐車場などで観望会
　　　　　　　※雲天・雨天時は室内にて別プログラム（小学校学習指導要領対応プラネタリウム
　　　　　　　　「ふしぎな猫の天文台」観覧）となります。
【参加方法】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】中島健次（那須香大阪天文台）
【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。

7.27水
初日は電話予約のみ
友の会も同日

限定40名
予約開始

「中秋の名月」とは、旧暦8月15日の十五夜にお月見をするならわしです。
旧暦では7月～9月を「秋」としており、その真ん中にあたる8月15日を「中秋」、その夜に昇る月のことを「中秋
の月」と呼んでいました。
日本では古くからススキを飾り、お団子をお供えしてお月見を楽しんできました。
中秋の名月のこの日、すばるホールで「まんまるのお月様」を眺めてみませんか？

約90分

※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)

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室前にてご記入いただけます。）

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。

天文台の星空
時間
15:00

平日（火･木）
ポケットモンスター
平日（水･金）

7月10日(日)まで

（幼児向け）たなばたさま 
ポケットモンスター オーロラからのメッセージ 
天文台の星空～南半球チリの星月夜～

時間
11:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日
プ

プ

プ

プ プ 天文台の星空
時間
15:00

平日（火・木）
ポケットモンスター
平日（水・金）

プ プ

 7月12日(火)～7月18日(月･祝)

（幼児向け）ヤドカリくん、ほしをみに 
ポケットモンスター オーロラからのメッセージ 
天文台の星空～南半球チリの星月夜～ 

時間
11:00
13:00
15:00

土曜･日曜･祝日
プ プ

プ
プ
プ

プ
プ
プ

プ

プ

 7月21日(木)～8月28日(日) 夏プログラム
プラネタリウム投映プログラム

プラネタリウム番組（星空生解説付き）プ
・平日月曜日［休館日のため］
・7月19日(火)～20日(水)［番組入替作業のため］
・7月24日（日）午前中（お天気教室のため）
※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。

※8月7日（日）は「すばるキッズアートフェスティバル2022」の欄をご参照ください。
※8月30日（火）以降のプログラムは次号またはホームページをご覧ください。
投
映
休
止
日

夏・劇！ すばる演劇フェスティバル2022夏・劇！ すばる演劇フェスティバル2022
人形劇団クラルテ第99回公演こどもの劇場

「ペンギンたんけんたい」

7.10日 ２Fホール　全席指定
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）

※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）
※新型コロナウイルス感染予防のため、入場数制限あり。
主催／人形劇団クラルテ・公益財団法人富田林市文化振興事業団

Web

おとな 1,680円　こども 1,520円
親子ペア 3,040円

友

※人形劇団クラルテ06-6685-5601（平日AM10:00～PM5:30）でも販売しています。

整理券／8月2日（火）10：00から電話及びインターネットチケットサービスで受付　（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。
※お一人様5枚まで。6枚以上お申込の方はご相談ください。当日、座席に余裕がある場合は整理券なしでもご入場いただけます。※7/23精華高校演劇部公演は整理券不要です。

「夏芙蓉」（作／越智優）

7.23土

舞台は県立ヤツシマ高校。卒業証書授与式を終えた夜、深夜の教室で千鶴は
彼女の親友舞子を待っていた。やがて現れた舞子に、友人サエとタマイを合わ
せた4人は、夜の教室で思い出話に花を咲かせる。たわいもない会話に含まれ
るほんの少しだけの亀裂が、やがて大きく口を開け、四人を引き離す……。

①13:00 ②15:00
2F 小ホール

限定
各100名

精華高校演劇部 約60分

対象 小学生～

「かっぱときゅうり」「おしょうさんとこぼうず」

8.17水

夏の暑い日。ノドがカラカラのかっぱ君。
大好きなキュウリをさがしにでかけます。
無事に見つけることができるかな？
みんなに楽しんでいただける人形劇です。

14:00
2F 小ホール

入場無料
（要整理券）

限定
100名

人形劇団Zooっと 約40分

対象 幼児～

劇団つつじ満開座

「チャンバラ時代劇 座頭市 対 平手御酒」

8.21日

座頭市？平手御酒？往年の名作、名俳優の事は忘れてお楽
しみください。劇団つつじ満開座オリジナルストーリーで贈
るハートウォーミングでちょっと不思議な舞台。

14:00
2Fホール（客席限定）

入場無料
（要整理券）

約60分

対象 小学生～

クリオネ（マリオネット）

「おむすびころりん」「ゆかいな仲間」「ケロッピ＆クリちゃん」

8.23火24水

山でしごとをするおじいさん、おむすびを食べようとして
落としてしまった。ころころ転がって穴の中へ。のぞいて
見ると何やら歌が聞こえる。おにぎりを全部穴の中へ、そ
れでもあきたらず自分も穴の中に落ちていった。さあ！そ
こにはどんな世界が待っているでしょう。

いずれも14:00
2F 小ホール

入場無料
（要整理券）

限定
各100名

約45分

対象 幼児～

作／みちのしげのぶ　演出／日比初子

原作：斉藤 洋

入場無料

Check!
Check!

Check! Check!

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…

Since 1999

星空アロマ星空アロマ

協力／ディーヴァアロマセラピースクール
※妊娠中の方、香りに敏感な体質の方はご遠慮ください。

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）

10.1土 限定80名
約40分

「エフォートレス　　
　　～effortless～」

・アカマツ
・クロモジ
・ヒノキ

※「気楽な」という意味です。

Check!

Web

10:30

10:00

星空シアター “Light”2022年度 全国科学館連携協議会 巡回展

「いのちってなに？」
2022年度 全国科学館連携協議会 巡回展

「いのちってなに？」
Bisco Maruono ☆ SHINO

『～小さな灯火～』
【出　演】　Bisco Maruono（ピアノ） SHINO（篠笛）　

ともしび

Check!9.24土 
Vol.2

Check!12.10土 
Vol.3

3Ｆプラネタリウム室　全席自由18：30（開場は15分前）
一般 2,500円  高校生以下1,000円 一般 2,200円  高校生以下 900円友 Web

※発売数は状況により変更する場合があります。　※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。

各70名
予定

すばるホール＆劇団カッパ座 新企画

劇団カッパ座のプラネ de キッズタイム劇団カッパ座のプラネ de キッズタイム劇団カッパ座のプラネ de キッズタイム
１部 『みさこおねえさんとうたって遊ぼう！』
 ルンパパ体操、手洗いダンス、手遊びなど。

２部 『ぶートンとパン子ちゃんのレストランごっこ』
 なかよし二人組がレストランごっこ。
 パン子ちゃんのわがままな注文にシェフのぶー
 トンは大混乱！かわいい人形たちとの写真撮影
 もできるかも？！

☆等身大ぬいぐるみ人形劇団『劇団カッパ座』と『すばるホール』が新たに取り組む子育て応援プログラムです。☆

※当日、座席に余裕がある場合は整理券なしでもご入場いただけます。

7.20水 3Ｆプラネタリウム室  全席自由
10：00（開場は15分前）

無料（要整理券）

※公演所要時間 30分程度予定

生命については分かっていないことばかりです。私たち
の体が何でできているか、そして分かったことをどの様
に我々の生活の中で役立てているのかを分かりやすく解
説したパネル展示です。

入場
無料

３Fプラネタリウム室前10:00～17:00
7.19火～8.21日

企画・製作：農研機構　協力：全国科学館連携協議会

7/15（金）～7/18（月・祝）はすばるスペ
ースアート展会場内（３Ｆ展示室）にて先
行展示します。

「天文台の星空」
～南半球チリの星月夜～

宇宙の謎を解き明かそうと
する天文台では、いったい
どのような星空が見られる
のでしょうか。
宇宙を探る巨大な目は、何
を見ているのでしょうか。
地球でもっとも宇宙に近い
場所、天文台の星月夜をお
楽しみください。

星空生解説付き約45分©P.Horalek/ESO©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

ヤドカリくん、ほしをみに
ヤドカリ
くんとお
魚たちの
友情が織
りなす心
温まる感
動ストー
リー。
かわいい
キャラク
ターと楽
しい音楽

で小さなお子様と一緒に家族み
んなで楽しめる番組です。

企画・制作：CLUTCH BASE

星空生解説付き約45分

夏休みの週末金曜日、16:30から投映します。

夕暮れ投映番組

オデッセイ
～果てしなく美しい宇宙～

7月22日（金）
29日（金）
8月5日（金）

天文台の星空
～南半球チリの星月夜～

8月12日（金）
19日（金）
26日（金）

日　　程

開始時間　16：30　約45分

プラネタリウム夕暮れ投映
太陽が傾く夕涼みの時間、プラネタリウムを見に来ませんか。

星空生解説付き

プラネタリウム

©ESO/NASA/GSFC/Th.Matsopoulos

クレヨンしんちゃん 宇宙からの来訪者 
ポケットモンスター オーロラからのメッセージ 
クレヨンしんちゃん 宇宙からの来訪者 
ポケットモンスター オーロラからのメッセージ 

時間
10:00
11:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日（7/24・8/7を除く）

時間
11:00
13:00
15:00

ポケットモンスター オーロラからのメッセージ 
クレヨンしんちゃん 宇宙からの来訪者 
ポケットモンスター オーロラからのメッセージ 

平日（火～金）

プラネタリウム新番組 7月21日（木）スタート！

普段では触れる事のない、「プラネタリウム」の操作を体験し
てみませんか？夏休みの自由研究にいかがですか？

８月１３日（土）、１４日（日）の両日は、プラネタリウム番組を
全回字幕付きにてお送ります。ぜひご覧ください。

キッズ！プラネタリウム操作体験

日　　程　8月16日（火）、17日（水）
時　　間　①11:50～　②13:50～　③15:50～
場　　所　3Fプラネタリウム室
料　　金　体験会は参加無料ですが、参加時間前（11:00／
　　　　　13:00／15:00）のプラネタリウム番組鑑賞（おと
　　　　　な500円、こども250円）をお願いします。観覧後
　　　　　に場内にて、ご案内させていただきます。
募集人数　体験参加は両日とも①～③各回1組2名まで 計6組
　　　　　　（その他ご家族の方は場内にて見学していただけます）
受付開始　7月28日（木）10時～　電話予約のみ

プラネタリウム
字幕付き投映実施日のお知らせ

あっと驚く実験！ 科学の不思議や楽しさを発見！！
科学実験ショー２０２２
inプラネタリウム“浮かせて遊ぼう”

あっと驚く実験！ 科学の不思議や楽しさを発見！！
科学実験ショー２０２２
inプラネタリウム“浮かせて遊ぼう”

日程 ： 8月11(木祝)～14(日)、20(土)、21(日)、27(土)、28(日)
時間 ：  ①１１：５０頃　②１３：５０頃
　　　※プラネタリウム番組終了後開始
場所：プラネタリウム室舞台特設会場
参加 ： 参加には当日11時又は13時の
　　　プラネタリウム観覧チケット
　　　（有料）が必要です。
　　　（おとな500円こども250円）
講師：水口民夫
（ルネッサンス大阪高等学校）

満天の星と心の癒しへ誘う音楽。　
今まで成しえなかった「全編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星空シアターLite『～宇宙（うみ）のほと
りで～』から１年。
コロナ禍に苦悩する人々の“小さな灯火”となるべく、再びプラネタ
リウムのステージに立つ。

プラネタリウム観覧後に科学実験ショーを行います！
11時又は13時のプラネタリウム観覧者が対象です。

バリアフリー

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


