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2007年8月よりスタートしたラブリーホールが主催するミュージカルスクールは、現在小学4年生から
20代までの子ども達67名が在籍しています。（リトルクラスは、小学1年生から3年生まで23名在籍）
ミュージカルスクールでは、毎週、歌とダンスの本格的なレッスンを行っています。学校では体験
できない劇場ならではの本格的なミュージカル作品の制作、そして地域･世代を超えた交流を実現し、
子ども達の成長を見守ります。目標は、多くの人に愛されるミュージカルスクールになること。そして、
たくさんの人に感動してもらえるミュージカルを河内長野で制作し、発信すること！
8月10日（土）・11日（日）の本番に向けて練習に励むラブリーホール・ミュージカルスクールの
子ども達は、ゴールデンウィークも返上して練習に取り組みました。また、5月12日（日）には、
河内長野市民まつりに出演し「ムーンライト・ミステリー」をPRしました。今回の小ホールミュージカルは、
ダブルキャストで2日間の公演となります。2日間とも見たくなるような「ムーンライト・ミステリー」の
誕生を目指して、これから本番まで、全力疾走で駆け抜けます！ ミュージカル制作日記

ラブリーホールブログにて公開中！

土
15：00 開演
（14：30 開場）

8⁄31

久保摩記
サクソフォンコンサート

日

15：00 開演
（14：30 開場）

9⁄29

歌の扉Ⅴ

予定曲目
出　　演 久保摩記（サクソフォン）、夏目有香（ピアノ） 出　　演 森内美佳子（ソプラノ）、源氏万記子（ピアノ）

ノクターン作品9-2（ショパン）
ラプソディー・イン・ブルー
（ガーシュイン）  他

予定曲目 歌に生き、恋に生き「トスカ」より（プッチーニ）
Stand Alone（久石　譲）

第31回 サロンシネマ

主催・問合せ ： アイプランニング　TEL 0120-778-237

129分8月23日（金） 上映時間／①10：30  ②13：30
（開場は各上映開始の30分前）

ラ すニ
チケット販売所

小ホール
自由席
各回入替制

監督／山田大樹　企画・主演／大地康雄
出演／佐藤 B作、小松美咲 他

絵本の里がつなぐのは、
心やさしい人びとの無償の愛。
大地に染みわたる親子の絆。
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Ｌ会員

一  般

￥1,200　

前売￥1,300   
当日￥1,500

中学生以下、60歳以上、障がい者の方とその介護者1名
￥900  ※前売・当日共

中学生以下、60歳以上、障がい者の方とその介護者1名
　￥1,000  ※前売・当日共

発売日

発売日

共催／（公財）河内長野市文化振興財団

共催
大ホール
ホワイエ 自由席限定

150名
シリーズロビーコンサートロビ ー

コンサート

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

ラチケット販売所

ラブリーホール大ホール・ホワイエで
気軽に聴ける150名様限定の
プチコンサート！

L-POINT

シリーズ

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

6⁄12
19：00 開演（18：45 開場）

水
小ホール
自由席

のこぎり
音楽教室発表会

サキタハヂメ

入場
無料

司会／サキタハヂメ
（のこぎり演奏家・講師）
ピアノ伴奏／中谷友香
演奏／のこぎり音楽教室
　　　受講生のみなさん

おとあそび ～concert
0才からのコンサート、えほんと詩によせて きづなう  なつかしいうた

のこぎりde乾杯！
初のホールコンサート

6/7金 10：00～

6/7金 10：00～

ラブリーホールの玄関ロビーに飾る作品を募集します。作品の
ジャンルやテーマは問いません。ロビーを素敵な空間に演出して
いただけますよう、ご応募お待ちしております。

■期間／7月8日(月)～9月8日(日)
※展示期間は準備と撤去を含めて最大で7日
まで。

■展示スペース
約70ｃｍ×約170ｃｍ×高さ約90ｃｍの展示台
に収まる作品。作品の規模により1つの台に複
数の作品が展示される場合もあります。展示台
は右記をご参照ください。

■申し込み
6月1日(土)9時よりラブリーホール事務室にて
受付します。受付初日は事務室窓口へ直接お
越しください（応募者多数の場合は抽選）。抽
選でない場合は先着順で、定員になり次第締
め切りとさせていただきます。

［展示内容］

出品料

無料
ロビー展示作品募集

ラブリーホールをあなたの感性で
素敵に演出してください。

展示台3

展示台2

展示台1

JBパレット 2nd コンサート

ラ 主催者
チケット販売所

Ｌ会員

一  般

￥900

前売 ￥1,000
当日 ￥1,200

発売日

6/1土 10：00～

6/1土 10：00～

発売日

大ホール
ホワイエ
自由席

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

6⁄25

監督／阪本順治
出演／吉永小百合、柴田恭兵、仲村トオル　他

大ホール 自由席 各回入替制

上映時間／①11：00 ②14：30 ③19：00
（開場は各回上映開始の30分前）

Ｌ会員

一  般

一般／

前売￥1,000   当日￥1,200 

中学生以下、60歳以上、障がい者の方と
その介護者1名／¥800（前売・当日共）

中学生以下、60歳以上、障がい者の方と
その介護者1名／¥900（前売・当日共）

シネマ　　ラブリーde

ラ すニ おチケット販売所 S

※ラブリーホールでは電話予約はできません（Ｌ会員は除く）。

火

￥900　

122分

発売中！！

北のカナリアたち ロ Ｌコード：56079
　

14：00 開演
（13：30 開場）6⁄27木 18：30 開演

（18：00 開場）9⁄20 金

NEW

NEWNEW

Ⓒ「北のカナリアたち」製作委員会

Make Us One 
ゴスペル
サマーコンサート2013

20：00 開演（19：40 開場）
7⁄3水 大ホールホワイエ

自由席

チケット販売所

※小学生以下無料

一  般 ￥300
主催／Make Us One  
　　　（公財）河内長野市文化振興財団

ラ前　売
当日共（ ）

発売中！！

料金／500円（4歳以下のお子さまは無料）
　　　  （前売当日共）

［要整理券］出演者及びラブリーホールサービス
　　　　　カウンターにて6/1より配布開始

出演／ユメナツカ（ピアノ）
予定曲目／24のプレリュードより
13番（ショパン）、きらきら星変奏曲
（モーツァルト） 他

出演／JBパレット：
　　　緒方郁子、福井園子、結城良之、中山健呉
伴奏／浦あゆみ　ゲスト・笹本真理子（ヴァイオリン）
予定曲目／童謡メドレー「いつの日か」源田俊一郎
編曲、ジブリメドレー、荒城の月、オ・ソレ・ミーオ  他主催・問合せ／ユメナツカ 072-940-6976

ymntk.12@gmail.com 主催・問合せ／JBパレット0721-28-4566 （中山）

入場無料（要整理券）

ラブリーホール・小ホール・ミュージカルＶｏｌ.２

特集

演出家・脚本家・照明家。1966年生

まれ。京都府出身。大阪市在住。

関西大学演劇研究部『学園座』を経

て、1990年に劇団『ランニングシア

ターダッシュ』を旗揚げ。主にスポー

ツを題材に、「熱くて泣ける青春エ

ンターテイメント」と呼ばれた、エネ

ルギッシュかつ疾走感溢れる作品

を次々と発表。1997年、『パルテノン

多摩演劇フェスティバル』にてグラ

ンプリ受賞。2005年、解散。現在、フ

リーの演劇作家としてソロ活動中。

市民ミュージカルの演出やアクター

ズ・ワークショップなど、活動の場を

更に広げている。

また、その独創的ライティングで、関

西屈指の照明デザイナーの呼び声

も高い。

　「ムーンライト・ミステリー」が待望の再演となりました。この
作品の魅力は、物語のテーマそのものが、ミュージカルに集う出
演者達の想いとバッチリ重なり合うことにあります。

　　　　　舞台に立つ勇気って、どこから生まれたの？
　　　　　そもそも、どうして演じたいと思ったの？
　　　　　カーテンコールの先に何を探しているの？
　　　　　こんなに稽古は苦しいのに、
　　　　　どうしてまた戻って来たくなるの？

そんな、シンプルだけど、いざ考えてみれば意外と難しい疑問。
物語は、その答えへと導いてくれる。舞台に挑む気持ちこそが、
役者達をいつも悩ます「月の裏側に隠れたミステリー」なんです
ね。登場人物たちは、ドラマの流れ行く時間の中で、仕掛けられ
た謎を探って行く。それを演じる役者達もまた、カーテンコール
を受ける舞台上で、ようやく自分の謎を解き明かす。
つまり、彼らは物語の中の秘密を暴くことで、自分を見つけ出す
わけです。そこが面白い！
…ってことで。出演者達はきっと、ミュージカルの更なる魅力に
尚いっそう取り憑かれるハメになっちゃうんだろな。僕も、その
不思議な魔法に、長い間、ハマり続けてるってわけですけど…。
さて、ラブリーホールの創作ミュージカルは、そんじょそこらの市
民参加型舞台と一緒にされちゃ困る。色んな舞台経験をした僕
が言うんだから間違いない。ホント、この作品創りに賭けるスタッ
フと先生方の情熱はハンパじゃないんですよ。その熱意に押され
て、出演者達もプロ顔負けの真剣さで挑んでいます。いやいや、
その逆かな。あの子達の情熱に、こちらが引っ張られてるのかも

しれませんね。だからと言ってはなんですが、僕も必死です。子
ども達の思い出作りに関わるつもりは毛頭無し。一つの堂々たる
作品として、皆様にお届け出来るように！物語そのものに感動して
もらえるように！皆を粘り強ぉく引っ張って行く覚悟です。どうかど
うか、本番を楽しみにお待ちくださいませ！

 「風が吹くように、夏が終わってく。一度しかない大切な夏。
　抱えきれない思い出つめて、僕らはまた新しい旅に出る。」

これ、ラスト曲の歌詞の始まり部分。大好きなフレーズなんです。
「思い出」は、ただ思い出作りをしただけの者には決して残らない。
心から取り組み、心から汗と涙を流した者にこそ刻まれる記憶。
だからゆえ、新しい旅へ出るチケットを手に出来ると思うんです。
今年の夏は、人生で一度っきり。悔いを残さぬよう、完全燃焼！
最後は、出演者達へのメッセージで締めくくりました…。

演出／大塚雅史
おおつか　まさし

ラブリーホール・ミュージカルスクール

Moonlight Mystery

8/10土・11日

2010年に初演し、大好評を博したラブリーホール・オリジナルミュージカル
「ムーンライト・ミステリー」が小ホールバージョンになって遂に再演。

あらすじ 物語の舞台となるのは、10代の女の子が中心のミュージカル劇団、
ムーンライトシアター。公演の最中に突如現れた幽霊を巡って、
ミュージカルならではの奇想天外な物語が展開。ミュージカルの主
役を目指し、奮闘する劇団員の明日香。幽霊の謎に迫るため、不可
思議な冒険をする夏子。二人が辿り着く結末は、果たして・・・。

演出家からの メッセージ

ラブリーホール＆キックス
歴史リレー講座
～「日本書紀」にみえる河内国～
河内国はどのように「日本書紀」に描かれているのか。
古代史・考古学者がその謎に迫ります。

受 講 料／無料
募集人数／100名
申込方法／往復ハガキに住所、氏名、電話番号、年齢をご記入
　　　　　のうえ、ラブリーホールまでご郵送ください。
　　　　　※お一人様ごとにお申込ください。
　　　　　〒586-0016　河内長野市西代町12-46
　　　　　ラブリーホール　「歴史リレー講座」係あて　
締　　切／6月10日(月)　当日消印有効（申込者多数の場合は抽選）

主催／河内長野市教育委員会
　　   （公財）河内長野市文化振興財団

6月20日（木）13：30～15：00
講師：水野　正好　氏（奈良大学名誉教授）
会場：ラブリーホール・ギャラリー

6月27日（木）14：00～15：30
講師：田中　聡　氏（立命館大学教授）
会場：市民交流センター（キックス）大会議室A・B

7月4日（木）13：30～15：00
講師：中村　浩　氏（大阪大谷大学名誉教授）
会場：ラブリーホール・ギャラリー

7月11日（木）13：30～15：00
講師：一瀬　和夫　氏（京都橘大学教授）
会場：市民交流センター（キックス）大会議室A・B

第1回

第2回

第3回

第4回

www.liongarden.jp
河内長野市木戸西町1-5-7 （株）シンカ・コミュニケーションズビル3F
月曜定休日   11:30～23:00   駐車場あり（土・日・祝  27台）

ライオンガーデン

歓送迎会、2次会、各種パーティ、発表会など

Lunch、cafe、Dinnerいつでもご利用OK! 
ライオンならオリジナルパーティーが実現!
※20名様以上は貸切料無料！ ピアノや音響設備あり。

貸切Partyしませんか ?

詳しくは

ご予約受付中！

これからのEVENTこれからのEVENT
◆7/7（日） LAILAT RAQS SHAROY Vol.3 
　 ベリーダンス＆生バンドLIVE
◆7/20（土） サックス＆ピアノLIVE　
　 今宵だけの真夏のセッション
◆8/1(木） PL花火  in LionGarden terrace

◆7/7（日） LAILAT RAQS SHAROY Vol.3 
　 ベリーダンス＆生バンドLIVE
◆7/20（土） サックス＆ピアノLIVE　
　 今宵だけの真夏のセッション
◆8/1(木） PL花火  in LionGarden terrace

赤いドアより
お入りください

0721-53-1008

くろまろ塾
認定講座


