
5⁄4 金・祝
15：00 開演
（14：15 開場）

大ホール
指定席

協力／スギヤマ工房、（株）スクウェア・エニックス
主催／（公財）河内長野市文化振興財団

交響組曲
ドラゴンクエストスペシャルコンサート 

ドラゴンクエストⅪ
過ぎ去りし時を求めて
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L-POINTC a f f è  C o n c e r t o  2 0 1 8 - 1 9
日曜の午後はカフェ・コンチェルトにお出かけしよう！！  おいしいケーキとうっとりする音楽に包まれて、素敵な休日を過ごしませんか？
カフェ・コンチェルトシリーズ 2018～2019

11/18日 1/27日2019

出　　演／松原友（テノール）、佐野まり子（ピアノ）、
　　　　　ゲスト：城村紗智（ソプラノ）

予定曲目／トスティ：四月、シューベルト：春に、
　　　　　J.シュトラウス：春の声　他

出　　演／松原友（テノール）、佐野まり子（ピアノ）、
　　　　　ゲスト：城村紗智（ソプラノ）

予定曲目／トスティ：四月、シューベルト：春に、
　　　　　J.シュトラウス：春の声　他

Fruity Celt
香り豊かでどこか懐かしい、ケルトと北欧音楽の世界。

出　　演／hatao（ケルト・北欧の笛）、
　　　　　nami（ハープ、ピアノ）、
　　　　　大森ヒデノリ（フィドル）、
　　　　　佐々木善暁（ベース）
予定曲目／ケルト・北欧伝承曲、バグパイプの演奏、
　　　　　伝統楽器を使ったオリジナル曲　他

出　　演／hatao（ケルト・北欧の笛）、
　　　　　nami（ハープ、ピアノ）、
　　　　　大森ヒデノリ（フィドル）、
　　　　　佐々木善暁（ベース）
予定曲目／ケルト・北欧伝承曲、バグパイプの演奏、
　　　　　伝統楽器を使ったオリジナル曲　他

Spicy Tango
本物の刺激、本物のタンゴ。

Juicy Jazz
ごくごく飲める、みずみずしいJazz。

出　　演／西山瞳（ピアノ）、maiko（ヴァイオリン）
予定曲目／枯葉、ニュー・シネマ・パラダイス　他
出　　演／西山瞳（ピアノ）、maiko（ヴァイオリン）
予定曲目／枯葉、ニュー・シネマ・パラダイス　他

vol.2 vol.3 vol.44/15日
Mild Tenor
くちあたりのいい、極上のテノール。

vol.1

出　　演／アストロリコ四重奏
　　　　　　門奈紀生（バンドネオン）、
　　　　　　麻場利華（ヴァイオリン）、
　　　　　　平花舞依（ピアノ）、後藤雅史（ベース）

予定曲目／恋人よ、荒城の月、ラ・クンパルシータ　他

出　　演／アストロリコ四重奏
　　　　　　門奈紀生（バンドネオン）、
　　　　　　麻場利華（ヴァイオリン）、
　　　　　　平花舞依（ピアノ）、後藤雅史（ベース）

予定曲目／恋人よ、荒城の月、ラ・クンパルシータ　他

7/8日
マイルド テノール フルーティー ケルト スパイシー タンゴ ジューシー ジャズ

限定100名

14：00 開演（13：15 開場）大ホール 自由席

ケーキセット付鑑賞券
（限定150名・当日販売なし）

鑑賞券
（飲食サービスなし）

ケーキセット付鑑賞券
（限定150名・当日販売なし）

鑑賞券（飲食サービスなし）

￥1,700

前売 ￥1,200
当日 ￥1,500

￥1,500

￥1,000
Ｌ会員

一  般

※4/14（土）まで販売
※キックス、ローソンでは4公演セット券の販売は行っておりません。

チケット販売所 ロＬコード：53840ラ キ

4公演セット券
（ケーキセット付鑑賞券）

こ
れ
ま
で
の

お
客
様

ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

L-POINTL-POINT

完売御礼！！

日本を代表するオーケストラ・NHK交響楽団。
その金管楽器奏者たちが最高峰の上質なアンサンブルをラブリーホールで奏でます！
日本を代表するオーケストラ・NHK交響楽団。
その金管楽器奏者たちが最高峰の上質なアンサンブルをラブリーホールで奏でます！

菊本和昭（トランペット）
山本英司（トランペット）
木川博史（ホルン）
池上　亘（トロンボーン）
池田幸広（チューバ）

菊本和昭（トランペット）
山本英司（トランペット）
木川博史（ホルン）
池上　亘（トロンボーン）
池田幸広（チューバ）

演奏曲／J.S. バッハ：小フーガ  ト短調、G. ガーシュイン：3つのプレリュードより、
　　　　L.バーンスタイン：ウエストサイド物語より  他
演奏曲／J.S. バッハ：小フーガ  ト短調、G. ガーシュイン：3つのプレリュードより、
　　　　L.バーンスタイン：ウエストサイド物語より  他

チケット販売所 ラ ロＬコード：51534Sす はキ
主催／（公財）河内長野市文化振興財団　後援／大阪府吹奏楽連盟

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

Ｌ会員

一  般

一般￥2,300
高校生以下￥1,000

一般前売￥2,500 当日￥3,000
高校生以下￥1,000（前売当日共）

6⁄17日 13：30 開演
（13：00 開場）

大ホール
指定席

N響金管メンバーが贈るアンサンブルの響きN響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き

①15：30～16：15  中・高生対象
②16：30～17：15  大学生以上対象

それぞれ楽器別にグループ
レッスンを行います。

公演終了後、メンバーによる
ワンポイントレッスンを開催します！ 

※参加費無料（ただし、公演チケット購入者に限ります）
※楽器は各自ご用意ください。 ※申込受付中。応募多数の場合選考あり。
※申込方法など詳細は、ラブリーホールHPをご確認ください。

定員：レッスンごとに各楽器10名

前代未聞、空前絶後!
五木ロボットが生オーケストラで動き出す!
プログラムは「契り」ほか、モノマネのオンパレード!

出演／コロッケ
　　　井村誠貴（指揮）、京都フィルハーモニー室内合奏団（管弦楽）

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

6⁄30土
18：00 開演
（17：30 開場）

大ホール
指定席

主催／（公財）河内長野市文化振興財団
制作協力／京都造形芸術大学　舞台芸術研究センター　

NEW

Ｌ会員

一  般

￥5,700　

￥6,000
発売日

4/14土 10：00～

4/9月 10：00～

発売日
チケット販売所
ラ

ぴ Pコード：109-518ロＬコード：52559
Sす は Ce+キ

特集
インタビュー
3面

演奏クリニック 同時開催!  

コロッケ&
京フィル

アメージングコンサートin河内長野

初めてだったのです
が、来て良かった、ま
た来たいなと思いまし
た。ケーキも美味しか
ったです♪（10代）

初めて来させて頂き
ました。休日のお昼に
とても良い時間を過
ごせました。有難う御
座いました。(40代)

日曜の午後のひと
とき。素晴らしい
音色に出会えて、
心にしみる時間
でした。（70代）

オープン
（45分間）

第1部
スタート

休憩
（20分間）

第2部
スタート

終演後
（30分間）

一般

L会員

1枚
1,700円×4公演＝6,800円 5,000円

セット券だと

1枚
1,500円×4公演＝6,000円 4,500円

セット券だと

1,500円以上
お得です!!

協力／洋菓子の店　ラ・スリーズ
主催／（公財）河内長野市文化振興財団

待望の新作オリジナルミュージカル上演決定！！待望の新作オリジナルミュージカル上演決定！！

8⁄5 日
大ホール
指定席 NEW

出演／ラブリーホール・ミュージカルスクール、ダンスパワーズ
演出／大塚雅史　作曲／サキタハヂメ　台本・作詞／宮地泰史
主催／（公財）河内長野市文化振興財団

世界の真ん中にヤエクと呼ばれる広大な森があり、西にハリル王国、
東にゲント王国という二つの国があった。ハリルの王子ルカは森の
中でゲント王国のアンナ姫と出会い、森に異変が起きていることに気
付く。その原因を探るために森の奥へと踏み入れるルカとアンナ。狂
暴な狼族、森を守る精霊達、そして木晶石と呼ばれる謎の石…。ヤエ
クの森は一体どうなってしまうのか？ ルカとアンナの辿り着く運命は、
果たして…。森の不思議を巡って繰り広げられる冒険ファンタジー！！

もくしょうせき

詳細はラブリーニュース6月号にて！

～ものがたり～

※　  は、一般発売日初日のみ14時～受付開始

★ケーキセット券をお持ち
の方は大ホール・ホワイエ
にて、お好きなタイミング
で1回お召し上がりいた
だけます。

★セルフサービスのご協力
をお願いいたします。

カ
フェコ
ン
の

楽
し
み
方

ヤエクの森  ヤエクの森  
ラブリーホール・オリジナル・ミュージカル Vol.9ラブリーホール・オリジナル・ミュージカル Vol.9

3年ぶりとなる新作ミュージカルを大ホールで上演！！
この夏、新しい物語がここから始まる。。。
3年ぶりとなる新作ミュージカルを大ホールで上演！！
この夏、新しい物語がここから始まる。。。

月号

すてき
集まる、

  すてき
広がる。

発行／公益財団法人 河内長野市文化振興財団
〒586-0016  大阪府河内長野市西代町12-46

お問合せ 0721-56-6100（9:00～22:00）チケット専用 0721-56-9633（9:00～21:00）

ラブリーニュース vol.156
201

8
このマークのある公演は
Lポイントがもらえるよ！

L-POINT

くわしくは
ラブリーホールま

で 4.5


