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洋菓子の店

TEL 0721-63-7545

出窓の外には
緑がいっぱい！
落ち着いた

ティールームで、
デザートは
いかがですか？

銘酒  高野山
「般若湯」を
使って焼いた

「お酒けぇき」を
ご賞味ください。

洋菓子の店

焼き菓子などギフトも色々
揃えております♪

ラ・スリーズ

ラ・スリーズ
http://www.jcmo.zaq.ne.jp/la-cerise/
営業時間／10：00～19：30　定休日／火曜日

河内長野市大矢船南町17-6

美加の台駅

三日市町駅

221

371

河内長野
幼稚園

南花台
東小学校

コノミヤ

ラ・スリーズ

MAP

■お問合せ／河内長野市文化連盟事務局　ラブリーホール内　TEL 0721-56-6100

河内長野市文化連盟
ミュージパークフェスタ
2014 文化教室レポート

6⁄20 11：00 開演
（10：30 開場）

大ホール
ホワイエ 自由席

Ｌ会員

一  般

￥1,200　

前売 ￥1,400
当日 ￥1,600

発売日

4 /13日 10：00～

4 /7月 10：00～

発売日

金

チケット販売所
ラ キ
※くろまろ塾塾生は手帳を提示するとL会員料金になります。
　（ラブリーホール及びキックス窓口販売のみ）

くろまろ塾
認定講座

共催／（公財）河内長野市文化振興財団催
共

シリーズ

ロビー
コンサート

大ホール
ホワイエ 自由席限定

150名

※写真はイメージです。

初めて塗装工事をされる方・塗装工事をお見積中の方のための

一級塗装技能士が「成功する塗装工事・7つの秘訣」をお伝えします！

無料進呈！
4 /  9 （水） 
4 / 16（水） 

ご参加・ご相談無料！

ラブリーホール・会議室 2
ラブリーホール・会議室1

午前の部/10：00～12：00（受付開始  9：30）
午後の部/14：00～16：00（受付開始13：30）

予約制　

日　時

各定員20名。ご予約はお早めに。

4⁄18 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 すキ ニチケット販売所 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）。

金

￥900　

100分

5⁄9

監督／降旗康男
出演／水谷豊、伊藤蘭、小栗旬、佐々木蔵之介  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）

金

発売中！！

発売中！！

31年目の夫婦げんか
少年Ｈ
31年目の夫婦げんか
少年Ｈ

ロ Ｌコード：54544
　ロ Ｌコード：55816

　

少年Ｈ

31年目の夫婦げんか

監督／デヴィッド・フランケル
出演／メリル・ストリープ、トミー・リー・ジョーンズ  他

122分

出　演
予定曲目

ロビ ー
コンサート

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

Ｌ会員

一  般

￥1,000　

前売 ￥1,200
当日 ￥1,400

大ホール
ホワイエ
自由席

ラ キチケット販売所

ラ 主催者
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

L-POINT

シリーズ
日
15：00 開演
（14：30 開場）6⁄15 土

18：00 開演
（17：30 開場）6⁄21

土
15：00 開演
（14：30 開場）6⁄14

予定曲目

出　　演出　　演 中野嘉章（テノール）、野津智香（ソプラノ）、木村千晶（アルト）、
藤井零治（テノール）、内山圭介（演出）、關口康祐（ピアノ）

高谷みのり（ソプラノ）、
ゲスト／小原彩乃（ハープ）、東平聞（バリトン）、山本かおり（ピアノ）

出　　演 和田奈美（ソプラノ）、吉永奈央（ソプラノ）、
牧村美音里（ソプラノ）、中島康博（テノール）、
小山咲恵（ピアノ）

庭の千草 with ハープ、ミュージカル「オペラ座の怪人2」より
"Love Never Dies"、オペラ「カルメン」より "ハバネラ"  他

予定曲目 歌劇ジャンニ・スキッキより「私の大好きなお父さん」
歌劇コジ・ファン・トゥッテより「あぁ妹よ、見てごらん」  他予定曲目「祖国のためなら」、「ヴィリアの歌」、オペラ「電話」  他

英国への誘惑 Vol.2

清教学園
ハンドベル部
コンサート

第６回  おやっぴぃ♥
ハッピーコンサート 
手づくりぺープサートと音楽で楽しむ
オペラ「魔笛」モーツァルト

指揮：小笹山紀子
主催・問合せ／
清教学園　0721-62-6772

主催・問合せ／
おやっぴぃ倶楽部
0721-22-6038（田中）

14：00 開演
（13：30 開場）4⁄1火

14：30 開演
（14：00 開場）6⁄7土

清教学園ハンドベル部
パッヘルベルのカノン、
カルメン オレ！  他

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

Ⓒ 2012 GHS PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved

Ⓒ 2012 GHS PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved

　　　　 ピアノ/まみーず♪アンサンブル
パパゲーノ/菊田隼平、夜の女王/坪田雪、
パミーナ/本多美知子、ザラストロ/中山健呉、
おやっぴぃ倶楽部会員有志

高谷みのり
～ハープでイギリス流お・も・て・な・し♪～

JUNE CONCERT
～ジューン・コンサート～

入場
無料

NEW
料金/大人800円子ども（４才～高校生）500円
　　  おやこペアチケット1,200円
出 演

（幼稚園～小学生対象）　

月会費
3,240円

ジュニアクラス

誰でもできる！ 簡単フィットネス

※詳しい情報はHPに掲載されています。

※初期登録料3,240円必要です。

4,320円（全18レッスン参加し放題）

月 火 水 木 金 土

BEATSTREX 河内長野/富田林
ホームページ  http://www.beatstrex.jp/

Tel:080-3842-1063お問合せ先　

月曜／18：15～くすのか　
2ヶ月分会費→0円に！
託児サービス
（200円/回）

クラススケジュール
ラブリーホ ー ル
す ば る ホ ー ル
くすの かホール
月 会 費

4月1日（火）～6月30日（月）まで

始めるなら今！
新規入会キャンペーン実施中！
始めるなら今！
新規入会キャンペーン実施中！

キャンペーン
特 典

 ①1 回 体 験 1,620円→0円に！！
② 2ヶ月分会費 8,640円→0円に！！

予約
要

大きなボクと小さな私　
そしてゆかいな仲間たち

竹内 亜沙子さん
（第46期修了生）

場　所

3/8(土)キックスで開催されました「ミュージパーク
フェスタ2014」で、文化教室を開催しました。書道・美
術・華道・造花・茶道・水墨画・フラワーデザインの各
教室にファミリーからシニア層まで幅広い方が参加
され、文化に親しむひとときを楽しんでおられました。

出　演：平野 雅世
ピアノ：梁川 夏子

おしゃべりと解説には定評のある牧村氏による講座を開催。
アイーダ役の平野雅世も出演します。

牧村邦彦の「アイーダ入門講座」

　実のところ「アイーダ」という作品が、このオペラ
コンチェルタンテシリーズにふさわしい作品なの
かどうなのか・・・絢爛豪華な舞台セットや衣装。
莫大な数の出演者。さらには象やラクダなどの動
物の出演を期待して頂いては困ってしまう。
　オペラコンチェルタンテシリーズはあくまで、作
曲者の音楽の神髄を感じ取ってもらおうという試
みであるのだから。　　
　実は第1幕や第2幕の凱旋のシーンに代表さ
れる大人数の合唱付きアンサンブルはこのオペ
ラのストーリーにはさほど重要な要素ではない。
確かに第一幕の幕切れに向かう、戦（いくさ）への
景気づけの場面から、国王のソロを経て、大合唱
で武将ラダメスを見送る「勝ちて帰れよ！」

（Ritorna vincitor）に至る大合唱スペクタクルは
鳥肌が立つくらい、お尻がムズムズするくらい興
奮する。
　しかし、かたや歌劇「アイーダ」で一番有名な
（あのアイーダトランペットも登場する）凱旋の場
面は、僕に言わせれば、時間とお金の無駄遣い
（ここで象が出てきたりするんだよね）。
「エジプトは勝利しました！そしてその英雄はラダ
メスです！！」この一文で筋は判るちゅうねん！！
　このオペラ本当は、エチオピアのアイーダと
いう女性、エジプトのアムネリスという女性、そして
この二人が恋焦がれるエジプトのラダメスという
男性、この3人だけでもお話は進行できる。（他に
アイーダのお父さんでエチオピア王のアモナスロ

が、アイーダにラダメスをそそのかすよう説得す
るシーンの音楽は指揮者的には一番楽しいので
すけどね）
　そして、ついにオペラの幕切れのシーンでは、
恋に破れたアムネリスも登場せず、ピラミッド内
の二度と開くことのない暗い牢屋でアイーダとラ
ダメスの恋は昇華していく。（ここの音楽が絶品な
んです）
　狭い劇場でも成り立つこのドラマと音楽を、
ラブリーホールの広い舞台を使って、僕が一番
尊敬する演出家松本重孝さんが、簡易なセットで
どう見せて（魅せて）くださるのか、実は僕が一番
楽しみにしているのです。

特 集

Cast

牧村  邦彦
音楽監督・指揮

Message

アイーダ
平野 雅世

アムネリス
井上 美和

ラダメス
二塚 直紀

アモナスロ
油井 宏隆

大きなボク 小さな私　 ゆかいな仲間たち

チケット発売日 4 /1火

大ホール

7⁄20　　日
14：00 開演

公演日

（左から順に）

NEW


