
すばる映画祭 －Film Collection－

Check!

大正、昭和、平成、令和と４つの時代を生きた作
家が語る、「恋」と「革命」その人生。
密着１７年－。誰も知らない瀬戸内寂聴の金言
の数々と秘蔵映像。

2.15水
２Ｆホール（1階席のみ） 全席自由
１４：００

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

出演：瀬戸内寂聴
監督：中村 裕　上映時間：96分

「瀬戸内寂聴 ９９年生きて思うこと」
ドキュメンタリー映画

Lコード ： 52733Web

一般発売 1.6金
初日は電話及びweb予約のみ

友の会も同日

天童よしみ コンサート 2023
Go Home ～あなたの大切な街へ  あなたに届けたい～

※未就学児の入場はご遠慮ください。

2.4土
２Ｆホール　全席指定
①13：00　②17：00

6,500円（当日300円増）
6,000円友

Lコード ： 55832 Ｐコード：228-173

Webぴ

Check!

ゲスト

おおい大輔

※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。

3.19日 ２Ｆホール　全席自由
14:00（開場は45分前）

一般 3,000円  割引 2,000円（当日各500円増） 一般 2,400円  割引 1,600円友

Lコード ： 56025Web

Check!

※割引対象は高校生以下・障がい者の方及びその介護者1名まで。
※アナウンスやMC部分に字幕と手話通訳があります
※前売券で予定枚数に達した場合、当日券の販売はございません。
※お客様を含む会場内の映像・写真が公開される場合がありますので予めご了承ください。※小学生以上有料、未就学児無料（大人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）

NATIVE
NATIVE SENSE ARTS PROJECT

あらゆる身体、あらゆる年齢にかかわらず、ありのままの生きた「踊る」事の本質と可能性
を探るプロジェクト。
様々な価値観と身体を持つダンサーが生み出す新たな試みが「NATIVE SENSE ARTS 
PROJECT」。
そのプロジェクトでYOKOIを中心にダンスの新たな風景を創っていくユニットが 
NATIVE SENSE。
NATIVEは「踊る」事の本質と可能性を追求した舞台作品です。

障がいの有無、年齢、性別等にかかわらず舞台に立つ
すべての人の可能性をひろげ　すべての人に　とどけたい

【プロフィール】
武内紗和子、岡村哲朗、石井徹哉の3人によって2013
年に結成。新作委嘱作品「Music for Sun Bones」
「Sabbatical Circulation」「天地創造～Creation～」
や、オリジナルアレンジ「くるみ割り人形組曲」「イタリ
ア協奏曲」など多くのレパートリーを持ち、大阪を中心
に意欲的に活動中。トロンボーントリオのレパートリー
の普及、新作の発表を積極的に行っており、オリジナ
ル楽譜《Sun Bones Collection》を出版している。
ホームページ:https://sunbones.net

【曲目】
R. ロジャース（津村芳伯編曲）：
ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」より
Ｇ．ビゼー (石井徹哉編曲 )：「カルメン」より
すぎやまこういち (監修・元編曲 /小田桐寛之、
三重奏編曲 /石井徹哉 )：
トロンボーン三重奏「ドラゴンクエスト」I ・II・III より  ほか

Check!

3.9木

すばるアフタヌーンコンサートVol.4

『Sun Bones Trombone Trio コンサート』
～トロンボーン三重奏が響かせるシンフォニックサウンド～

※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。

２Ｆホール（１階席エリア限定） 全席自由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）
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 ： 54572

限定300名

一般発売 1.11水
初日は電話及びweb予約のみ

友の会も同日Web

指揮／大井剛史

©K.Miura

ヴァイオリン／服部百音

このブラームス唯一のヴァイオリン協奏曲が
出来たのは彼が45歳になってからで、交響
曲第2番の翌年という彼の創作活動が最も
黄金期に達した時でした。交響的に入り組ん
だ厳かな主題と響き、全てが非常に男性的で
ベートーヴェン的なスケールの大きさのある
この作品は、ただ技巧的に難曲なのでは無
く、弾く方もブラームスの独特のしつこさ、外
には見せない執念深さに熱量と時間をかけ
て心で向き合おうとする必要があります。読
み込むうちにどんどん好きになり生涯をかけ
て弾き甲斐のある協奏曲です。

ブラームス
ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77

ブラームス
ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77

ピアノ／北村明日人
（2022ピティナ特級グランプリ）

この曲はモーツァルトのピアノ協奏曲のなか
で2曲しかない短調の作品であり、もうひと
つの24番と比較してかなりエネルギッシュな
作品です。炎のような情熱を宿しながらも、
どこか茶目っけがあり、モーツァルトならでは
の愛らしさに溢れています。ベートーヴェン
やブラームスも好んで演奏したこの名曲に
込められた世界を皆さまと共有できることを
楽しみにしております。

モーツァルト
ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466

モーツァルト
ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466

ピアノ／荒石果穂
（羽曳野市出身）

ラヴェルが晩年の1931年に作曲したこの作
品は、ジャズの影響を強く受けており繊細で
叙情的な側面を持ちながらも華やかな音楽
になっています。1928年に演奏旅行でアメ
リカに訪れたラヴェルは「ラプソディ・イン・ブ
ルー」で有名なガーシュウィンと出会い、彼の
奏でるジャズに魅了されたそう。この曲には
ラヴェルのアメリカツアーでの思い出が込め
られていると言えるでしょう。

ラヴェル
ピアノ協奏曲ト長調

ラヴェル
ピアノ協奏曲ト長調

©Tomoko Hidaki

※未就学児の入場はご遠慮ください。

一般 2,700円　高校生以下 1,300円友

Lコード ： 53681 Ｐコード ： 226-506WebCぴ

主催／公益財団法人富田林市文化振興事業団　　制作協力・後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
後援／ＦＭ大阪　　協賛／大和ハウス工業株式会社
協力／株式会社みのりの里（LICはびきの指定管理者）・ピティナ富田林すばるステーション

1.22日 ２Ｆホール　全席指定
15：00（開場は45分前）

一般 3,000円　高校生以下 1,500円（当日各500円増）

Check!

新進気鋭の同世代ソリストによる協奏曲の夕べ

管弦楽／大阪交響楽団
©飯島隆

会場：３Ｆ展示室ほか（本年より会場が4階から3階へ変更となりました）

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（木）～3月15日（水） （土・日・祝を除く。ただし2月19日（日）・26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。

13:00公演
WebCぴ17:00公演

©2022「瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと」製作委員会

数々の国際コンクールで優勝を果たし、著名オーケストラとの共演を重ねている服部百音、
国内最大規模のピアノ・コンクール『ピティナ・ピアノコンペティション』において、2022年
特級グランプリに輝いた北村明日人、『すばるイブニングコンサート』から南河内出身の荒
石果穂が大井剛史指揮・大阪交響楽団と協奏曲を演奏。躍動感あふれる若者たちの華麗な
競演をお楽しみください。

出演　・ NATIVE SENSE（IPPEI、SHUNJI、SO-MA、SOMA、Chihiro、Tomoka、YOKOI）
 ・ IPPEI number（miyuu、maerisa、Shia、aki、Toy、ATORA、千晴、PU、Nina、Asuka）
 ・ SHUNJI number（Kaz-ma、You-ma、MINORI、めいこ、KENSUKE JacK、YusukeKid）
 ・ EL SQUAD　他

出演　・ NATIVE SENSE（IPPEI、SHUNJI、SO-MA、SOMA、Chihiro、Tomoka、YOKOI）
 ・ IPPEI number（miyuu、maerisa、Shia、aki、Toy、ATORA、千晴、PU、Nina、Asuka）
 ・ SHUNJI number（Kaz-ma、You-ma、MINORI、めいこ、KENSUKE JacK、YusukeKid）
 ・ EL SQUAD　他

日時、料金などダンスワークショップの
お申し込みは中面をごらんください

ダンスワークショップ参加者募集ダンスワークショップ参加者募集

YOKOIYOKOI

EL SQUADEL SQUAD

IPPEIIPPEI SHUNJISHUNJI SO-MASO-MA SOMASOMA ChihiroChihiro TomokaTomoka

※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

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

【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

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

□第69回らぶりい寄席
精鋭！上方落語競演会 in キックス
●2月12日（日）14:00開演（13:30開場）
●キックス（河内長野市立市民交流センタ
ー）・イベントホール（全席自由席）
●前売3,000円　当日3,500円
●出演／笑福亭仁智、桂雀々、
桂かい枝、林家染八
●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

※年末は12/28まで。年始は1/4から開館します。
※12/28、1/4、は17:30で閉館します。
※1/8は17:00閉館、1/9は12:00で閉館します。ただし、1/8は22:00まで、1/9は17:15まで電話対
応を行います。

※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。●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。

【施 設 利 用 停 止】市庁舎の建て替えに伴う仮庁舎移転工事に伴い、すばるホール4階「銀河の間」と「秀月の間」、3階「アルデバラン」はご利用いただけません。
 あらかじめご了承ください。

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

～地域とともに、人とともに～ 1&2
2023

January
&
February

喜
連
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破

近隣ホールチケット情報（前売券）

TEL:0721-56-9633
（チケット専用）

□さやか寄席
春風亭一之輔独演会
●３月５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。前売り券完売の場合、当日券
はございません。

SAYAKAホール TEL:072-365-9590
（チケット専用）

□冨田一樹 オルガンレクチャーコンサート
J.S.バッハのオルガン奏法
～4つの鍵盤を駆使した妙技とは～
●1月21日（土）14:00開演（13:30開場）～15:45終了予定
●1F　ホールＭ（全席指定）
●出演／冨田 一樹
●前売・指定席2,000円（当日300円増）
●演奏予定曲／J.S.バッハ-
トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
いと高きところには神にのみ栄光あれ BWV662
深き淵より、われ汝に呼ばわる BWV686
汝平和の君、主イエス･キリスト BWV1102
トッカータとフーガ ヘ長調 BWV540　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
※未就学児の入場不可

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 他 その他施設会場

2023 January &
 February

詳
し
く
は
中
面「
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ラ
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ム
特
集
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
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『クレヨンしんちゃん 宇宙からの来訪者』
©
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公演日 公演名 開演時間 会場 前売料金 お問い合せ

公演日 公演名 開演時間 会場 前売料金 お問い合せ

公演日 公演名 開演時間 会場 前売料金 お問い合せ

 7[土] すばるイブニングコンサート 17:00 600円 すばるホール
  「志賀由梨　ピアノ・リサイタル」
 12[木] プラネdeえほん（幼児向け） 10:30 無料 すばるホール
 14[土] ライオンズクラブ国際協会第35回 展示会14日13:00～17:00 無料 富田林ライオンズクラブ事務局
 15[日] 国際平和ポスターコンテスト展示会・表彰式 表彰式15日11:00～12:00 ※表彰式は関係者のみ 山田／0721-24-6350
 14[土] すばる寄席 14:00 3,500円 すばるホール
  桂文之助襲名十周年記念落語会
 15[日] 富田林歴史講座～ええとこ富田林～ 13:30 500円 すばるホール
  「ご存じですか？ 巨大な惣村、喜志五郷」    
 18[水]～ 令和4年度 なかよし作品展 9:00～20:00 無料 河内長野市立長野小学校
 20[金]  (20日は15:30まで)  森本奈穂／0721-52-6044
 22[日] ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＣＯＮＣＥＲＴＯＳ ２０２３ 15:00 一般3,000円 すばるホール
    高校生以下1,500円
  すばるイブニングコンサート 17:00  すばるホール
 28[土] 

「中田蒼唯　ピアノ・リサイタル」
  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

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) 
6・11～13・17～20・24・25・31 

ビートストレックスレッスン
6・7・13・14・20・21・28
5・10・12・17・19・24・31

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

ジャザサイズ　大谷砂織
090-6821-7151

 4[土] 天童よしみコンサート2023 Go Home ①13:00 6,500円 すばるホール
  ～あなたの大切な街へ あなたに届けたい～ ②17:00   
  いろいろ手作り すばる工房 第18回特別編 10:00～12:00 1,200円 すばるホール
  「ウサギさんのひなケーキ飾り」  材料費含む 
 5[日] 私の街でｸﾗｼｯｸVol.35 14:00 一般1,000円 すばるホール
  「ビートジャックトリオコンサート」  小学生以下500円
  すばるスターウォッチングクラブ星空観望会 18:30 おとな500円 すばるホール
  「月と冬の大三角を観よう！」  こども250円 
 9[木] プラネdeえほん（幼児向け） 10:30 無料 すばるホール
  寺内町 大正絽漫 14:00 1,800円 箱田／0721-51-4411
 11[土祝] 

第23回 笑福亭鉄瓶落語会 入門記念特別編
  星空シアター“星空アロマ特別企画” 14:00 一般1,500円 すばるホール
  「バレンタイン・ヒーリング・コンサート」  高校生以下500円 
 15[水] すばる映画祭～Film Collection～ 14:00 一般1,000円 すばるホール
  「瀬戸内寂聴　９９年生きて思うこと」  割引900円
 17[金] いろいろ手作り　すばる工房　第19回 10:00～12:00 3,000円 すばるホール
  「ブリザーブドフラワーのトピアリー」  材料費含む 
 23[木祝] 劇団カッパ座のプラネdeキッズタイム 10:00 無料（要整理券） すばるホール
 25[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
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) 
1～3・7～10・14～17・21・22・24・28

ビートストレックスレッスン
3・4・10・24・25
2・7・9・14・16・21・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

ジャザサイズ　大谷砂織
090-6821-7151

  令和4年度定期社員総会 13:00 関係者のみ くすのき塾社員総会
 4[土]    高木初美／090-7106-4137
  すばるイブニングコンサート 17:00 600円 すばるホール
  「佐藤凛央　ピアノ・リサイタル」    
 9[木] すばるアフタヌーンコンサートVol.4 14:00 1,000円 すばるホール
  「Sun Bones Trombone Trio」    
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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

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

会　　　場

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
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。

Vol.35
とんだばやし演奏家協会 私の街でクラシック ～身近に気軽にクラシック音楽を…というコンセプトに始まったシリーズコンサート～

「ビートジャックトリオコンサート」

2.5日 一般 1,000円　小学生以下  500円（当日各200円増）
一般 ９００円　小学生以下 ４５０円友

限定各80名

～うきうきわくわく♪楽しい打楽器コンサート～
Check!

関西を拠点に活動するパーカッションパフォーマンス『ビートジャックトリオ』
による打楽器コンサートをお届けします。
<曲目>
エル・クンバンチェロ、大地に響け 太鼓の鼓動、人生ギロギロ　ほか

※会場ではスリッパに履き替えていただきます。
※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。2Fリハーサル室　全席自由１４：００ Web Vol.35 Lコード ： 53481　 Vol.36 Lコード ： 51433 Vol.37 Lコード ： 55575

安永早絵子高鍋　歩池田安友子

3.11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 5.14日  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

ヨーロッパ、南米のクラリネットの名曲をご紹介します。 日本歌曲を中心に、『母への愛』を謳った曲の数々を集めてみました。
温かく柔らかな時間をお過ごしください。<曲目> ドビュッシー ： 美しき夕暮れ、第一狂詩曲

 バックス ： クラリネット・ソナタ
 デリヴェラ ： ケープコッド・ファイル

<曲目>　こころ　　(金子みすゞ　詩／中田喜直　曲)
　　　　  おかあさん(堀内幸枝　詩／中田喜直　曲)
　　　　  この道　　(北原白秋　詩／山田耕筰　曲)　ほか

樋上愛加（ピアノ）持丸秀一郎（クラリネット） 二塚裕美（ピアノ）栗原未和（ソプラノ）

Vol.36
「印象派からジャズヘ」
～クラリネット音楽の変遷～

Vol.37
「母に贈る歌」
～母の日コンサート～Check! Check!

落語

すばる寄席  桂文之助襲名十周年記念落語会

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）

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～

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
100名

Web

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  1月１５日（日） ご存じですか？ 巨大な惣村、喜志五郷

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 旧レストラン 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

2022ピティナピアノコンペティションＧ級銀賞

演奏予定曲
◆ベートーヴェン：ピアノソナタ第30番 ホ長調 Op.109
◆ショパン：バラード第4番 ヘ短調 Op.52　ほか

2022ピティナピアノコンペティションJr.Ｇ級ベスト賞

演奏予定曲
◆ショパン：スケルツォ第1番 ロ短調 Op.20
◆メンデルスゾーン：幻想曲 嬰ヘ短調 Op.28「スコットランドソナタ」　ほか

3.4土
佐藤凛央

（芦屋市立山手中学校２年）

2022ピティナピアノコンペティションJr.Ｇ級全国大会入選

演奏予定曲
◆メンデルスゾーン：厳格なる変奏曲 ニ短調 Op.54
◆ショパン：バラード第3番 変イ長調 Op.47　ほか

Check!

1.28土
中田蒼唯

（神戸市立大池中学校３年）

Check!

1.7土
志賀由梨

（兵庫県立西宮高等学校３年）

Check!

Web

  しが　   ゆりん   なかた    あおい さとう　   りお

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。

第18回 特別編「ウサギさんのひなケーキ飾り」
干支にちなんだかわいい ひなケーキ飾り。
※ケース付き（食べ物ではありません！）

日　時／2月5日（日）10：00～12：00
講　師／高橋 三重子
講習費／1,200円（材料費含む）
作品のサイズ
高さ約8cm横約18cm（ケース含まず）

会　場／会議室１　募集／各10名程度（第18回特別編は15名）　※最少開催人数6名
講習費・材料費は当日お支払い。 ※材料費は１点分
予約開始日／1月13日(金)10：00～チケット専用電話での受付

講座共通

富田林市在住の落語家・桂文之助の
襲名十周年記念公演を地元
すばるホールで開催します。
円熟の話芸をお楽しみください。

※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

1.14土
２Ｆホール　全席指定
14：00（開場は45分前）

3,500円（当日500円増）
3,200円友

Webぴ

Lコード ： 51920 Ｐコード：514-135
Check! 桂 文之助

桂　弥壱

桂　吉弥 桂　南天 桂　南光

4
1

4
3

募集
コロナに負けるな！特別企画！
「スタインウェイを弾こう！」 Check!

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 3月30日（木）、31日（金）の２日間　
時　　間　10:00 ～ 19:00 （ただし、31日は11:00～）
料　　金　一般3,300円（友の会2,200円）／50分（1枠）
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。お一人様最大2枠まで。
申　　込　1月25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。
※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。

一般発売

1.18水
初日は電話及びweb予約のみ
友の会も同日

完売御礼

休講期間／１月２４日（火）～３月２１日（火・祝）
※予約・受講カード販売・有効期限等につきましては、お問い合わせください。

第19回「プリザーブドフラワーのトピアリー」

日　時／2月17日（金）10：00～12：00
講　師／森岡  直美
講習費／1,000円（別途材料費2,000円）
作品例の高さ約26cm

植物で造形物を作り出す『トピアリー』。
まるで生花のようなプリザーブドフラワーを
使って素敵な春を演出する『トピアリー』を手
作りしましょう！

※3歳以上有料（0歳から入場できます） ※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ください。 

パソコン教室一時休講のお知らせ

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。

２Ｆふれあいひろば

受　講　料
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。

申し込み
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。

内　　　容
「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。

Check!

Check!

「NATIVE」ダンスワークショップ参加者募集
日　時：2月12日（日）
　　　　□初級コース　13：00～14：10（70分程度）
　　　　□経験者コース　15：30～17：00（90分程度）
会　場：すばるホール2Fリハーサル室
参加費：無料
定　員：各コース20名程度（応募多数の場合は抽選となります）
対　象：いずれのコースも年齢（未就学児は不可）、性別、
　　　　障がいの有無に関係なく参加いただけます
講　師：YOKOI ＋ NATIVE SENSE

<お申し込み方法>
メール・WEBで令和4年12月23日（金）～令和5年1月15日
（日）までにお申し込みください。
①希望コース　②氏名　③年齢　④住所　⑤電話番号
⑥ダンス経験（ありの場合は、ジャンルと年数）
⑦障がいの有無　⑧必要なサポート（車いす利用/手話通訳/
その他・具体的に）　⑨その他（事前に当館に伝えておきた
いこと）を入力の上、お申し込みください。

【WEBでのお申込み】
すばるホールホームページ内
NATIVE公演ページの申し込
みフォームより、お申し込み
ください。

【メールでのお申込み】
oubo@tondabayashi-culture.org まで必要事項を記入し
てお申し込みください。
※抽選の結果、ご参加いただける方のみ1月20日(金)までに
ご連絡します。
・動きやすい服装でご参加ください。
・会場は室内履きが必要です（靴裏をきれいにしたものでも可）。
・すばるホールは、エレベーター、多目的トイレ設備があります。
・介助（介護）が必要な方は介助者（介護者）を伴ってください。
・新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じた上で実施い
たします。ご参加の際は手指の消毒、マスクの着用をお願
いいたします。

[お問い合わせ]すばるホール　TEL 0721-25-0222

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

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

プラネタリウム

太陽～私たちの母なる星～
時間
15:00

平日（火･木）
(幼児向け)さんびきのこぶた
平日（水･金）

1月10日（火）～3月21日（火祝）

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
ふしぎな猫の天文台 ～月と星の動きを知ろう～

時間
11:00
13:00
15:00

土曜・日曜・祝日
1月4日(水)～1月8日(日)

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

時間
11:00
13:00
15:00

冬プログラム

プラネタリウム投映プログラム

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

　バレンタイン・スペシャルブレンドのアロマの香りが立ち込める空間で、プラネタリ
ウム番組などへの楽曲提供も行っている作曲家・高橋由紀（キーボード）の生演奏を
お楽しみいただきます。
今回、高橋由紀氏に委嘱した『星空アロマ』テーマ曲のお披露目も。
極上のコンサートが、あなたを“癒し”の空間へ誘います。

プラネタリウム番組「クレヨンしんちゃん 宇宙からの来訪者」を
ご覧の方に、番組オリジナルのグッズをプレゼントします！
先着順！なくなり次第配布を終了します。

当番組をご覧の方に番組オリジナル
「やわらかPUボール」をプレゼント！

※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10分前に開場します。(途中入場はできません)

※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。

団体予約･割引（予約制）
団体でのご観覧の場合は、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。バリアフリー投映（字幕付き）も
できます。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 ・平日月曜日［休館日のため］

・令和4年12月29日(木)～令和5年1月3日(火)［年末年始休館のため］
・1月9日(月祝)［はたちのつどい実施のため］
・2月11日(土祝)［星空アロマ特別企画開催のため］
・3月11日(土)［震災特別番組投映のため］
・3月22日（水）～25日（土）［番組入替及び星空シアター開催のため］
※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。

投
映
休
止
日

星空シアター “星空アロマ特別企画”星空シアター

～星空×生演奏×アロマ×映像のコラボレーション～
『バレンタイン・ヒーリング・コンサート』

Neighbors complain プラネタリウムLive
ネイバーズコンプレイン

香りのメニュー／「Felice（幸せ）」（チュベローズ・ローズ・ラヴェンダーをブレンド）
演奏予定曲／・ディズニーメドレー（「ホール・ニュー・ワールド」ほか）
　　　　　　・For Valentine（「We’re All Alone」ほか）
　　　　　　・プラネタリウム特別映像にあわせた『オリジナル曲メドレー』 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。

2.11土㊗3.25土
３Ｆプラネタリウム室　全席自由
１４：００3Fプラネタリウム室 全席自由

15:00

一般 1,500円　高校生以下 500円（各当日共）　ペア券2,700円（前売のみ）
3,800円（当日300円増）

一般 1,300円　高校生以下 450円　ペア券 2,300円友
3,300円友

Web
※４歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。　※妊娠中の方、香りに敏感な体質の方はご遠慮ください。
後援／一般社団法人全日本ピアノ指導者協会　  協力／ディーヴァアロマセラピースクール※未就学児の入場はご遠慮ください。

約60分限定120名

高橋由紀

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）

3.11土 限定80名
約40分

「SPIRAL(スパイラル)」

・ローズマリー
・ゼラニウム
・パチュリー

※スパイラルとは螺旋以外に
好循環という意味があります。

Check!

Web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。

1.12木
2.9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

10:30（開場は各15分前）

Lコード ： 53072Lコード ： 55092

すばるスターウォッチングクラブ　～星空観望会～

月と冬の大三角を観よう！

Check!

2.5日

2.23木㊗ 3.23木

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。

※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！
申込方法 すばるホールにて整理券を配布。（電話及びweb予約可、お一人様6枚まで）

3Fプラネタリウム室、4F屋上ひろば
18:30（開場は15分前）

３Ｆプラネタリウム室10:00（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）

無料（要整理券）

【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 → 屋上ひろばで観望会
  ※雨天・曇天時は室内プログラム（講演と番組鑑賞）になります。
【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】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。

限定50名

冬の夜空に輝く月のクレーターを観察し、冬の大三角を作る3つの星を探してみよう！
冬は気温が低く空気が澄むので、いつもより星が明るく見えますョ♪

すばるホールと劇団カッパ座の子育て応援プログラム
あの『プラネdeキッズタイム』が再びプラネタリウムに！
かわいい人形たちとの写真撮影もできるかも？！（約25分）

約90分

（プロフィール）
2014年結成、大阪在住の R&B バンド
ブラックミュージックをルーツに、それぞれの個性を活かしながらも1
つに混ざり合う Groove、4人にしか出せないサウンドを追及し続け、
リスナーを魅了する。

一般発売

1.6金
初日は電話及びweb予約のみ
友の会も同日

限定150名

ポケットモンスター
オーロラからのメッセージ

太陽
～私たちの母なる星～

星空生解説付き約45分 星空生解説付き約45分

プラネタリウム プラネタリウム

Credit:ESO/L.CALCADA/M.KORNMESSER

さんびきのこぶた
ながれぼしをみた

星空生解説付き約45分

幼児向けプラネタリウム

ⓒカワハラユキコ／SPACESITE

ふしぎな猫の天文台
～月と星の動きを知ろう～

約45分

小学校学習指導要領対応プラネタリウム

イラスト／寺島沙也香
※星空生解説はございません

Web

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　全席自由
①11:00 ②13:00 ③15:00（開場は各回15分前） 
3.11土

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。
　　　　　（電話及びweb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） Check!

予約開始 2.8水
初日は電話及びweb予約のみ
10:00～ 友の会も同日

星空シアター特別編

※デザインは選べません

すばるホール＆劇団カッパ座

☆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』が取り組む子育て応援プログラムです。☆

劇団カッパ座のプラネdeキッズタイム

予約開始 1.19木
初日は電話及びweb予約のみ

10:00～ 友の会も同日

※出演キャラクターは未定です。

EVENT INFORMATIONSUBARU HALL


