
ジュリエッタ
平野雅世

テバルド
松本薫平

ロレンツォ
片桐直樹

カペッリオ
松澤政也

予約・お問合せ／MT企画 TEL 090-9113-8228
　　　　　　　 info.mtkikaku@gmail.com
主催・企画・制作／MT企画

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

15：00 開演
（14：30 開場）

小ホール
自由席土5⁄18

※ラブリーホールでは窓口販売のみ

ロメオ
高谷みのり

音楽監督・ピアノ
服部容子

演出
岩田達宗

一  般 前売￥5,000　当日￥5,500

ラチケット販売所 主催者

※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）。

かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
日日是好日

ロ Ｌコード：53587
ロ Ｌコード：53822

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

ラ すキ ニチケット販売所 S

Ｌ会員

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）

￥900（前売・当日）　

4⁄19 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！！かぞくいろ
RAILWAYS わたしたちの出発

監督／吉田康弘
出演／有村架純、國村隼 他

Ⓒ2018「かぞくいろ」製作委員会

5⁄28 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）

火

発売中！！日日是好日

監督／大森立嗣
出演／黒木華、樹木希林、多部未華子 他

Ⓒ2018「日日是好日」製作委員会

100分

120分

リにあるポンテヴェドロ（架空の小国）公使館でのパーティーでは、大銀行家の未亡人で巨額の遺産を相続したハンナが話題の
中心となっている。ハンナがパリの男と再婚し、財産が国外へ流出すれば国が破たんしてしまう。それを防ぐために、かつて恋人

だったダニロはハンナと結婚するようにツェータに迫られる。若くて美しいハンナにパリの男たちが群がるが、ハンナもダニロのことが忘れ
られないでいる。でも、財産目的と思われたくないダニロは意地を張り素直になれない。一方ツェータの妻であるヴァランシエンヌは、パリ
の色男のカミーユに口説かれ逢引きを約束するが、夫に発見されそうになる。ハンナはヴァランシエンヌと入れ替わってツェータを欺き、ダ
ニロの嫉妬を煽る。ついにダニロはハンナに結婚を申込み、財産流出は免れる。ヴァランシエンヌの浮気も事なきを得る。

①4月16日（火）燃料電池と触媒
家庭用や自動車用に検討されている固体高分子形燃料電
池の正極（酸素極）用電極触媒やポータブル機器用に検討
されている直接形アルコール燃料電池用負極（燃料極）用
触媒の開発についてお話しします。

井上　博史（工学研究科  教授）

②4月23日（火）太陽光エネルギー利用の現状と環境課題
近年、太陽電池の他にも太陽エネルギーの活用手法が検
討されています。将来身近になるかも知れないそれら技術
の開発状況をご紹介するとともに、資源問題や環境負荷と
いった観点からの課題についてもお話しします。

芦田　淳（工学研究科  教授）

5月31日（金）

現在の社会・生活は持続可能か？
～SDGsを考える～

これからのエネルギーについて考える

河内長野マイタウンオペラ2019

レハールの代表作で、ヨハン・シュトラウスの「こうもり」と並ぶウィーン・オペレッタ
の代表作です。原題はドイツ語で「Die lustige Witwe」（日本語で「陽気な未亡人」）
ですが、日本では英語名「The Merry Widow」で知られています。
甘美なウィンナ・ワルツはもちろん、踊り子たちが華やかにカンカンを踊るダンス
シーンは必見です！！難しい事は考えずに、見て聴いて楽しめる作品です。

〈作品について〉

Story

相関図

特集

パ

7/13（土） 7/13（土） 17：00 開演17：00 開演 14：00 開演14：00 開演14（日）14（日）

喜歌劇

2015年9月国連サミットで世界の193か国が今後15年間の
国際社会の共通した優先課題として、持続可能な開発目標
（SDGs）を設定することに合意しました。そもそも持続可能
な開発とは、その背景とこれが今必要な理由、そして我々が
今すべきことをみなさんと一緒に考えてみたいと思います。

TANGO

6⁄1 土
14：30 開演（14：00 開場）

小ホール
自由席

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

Ｌ会員

一  般 前売 ￥2,800
当日 ￥3,200

￥2,500

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

タンゴをこよなく愛し、世界的なレベルで日本のタンゴ界をリードし
続けるタンゴアンサンブル「アストロリコ」。彼らの伝統と斬新さを兼ね
そなえた本格的な演奏に、世界選手権準優勝（日本人ペア初）の
亮＆葉月がゲストダンサーに加わったスペシャルコンサート！

演奏：アストロリコ四重奏
　　  バンドネオン／門奈紀生
　　  ヴァイオリン／麻場利華
　　  ピアノ／平花舞依
　　  コントラバス／後藤雅史
ゲストダンサー：亮＆葉月

ロＬコード：54179ラ キ す S
チケット販売所

L-POINT

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

★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。

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）

４公演セット券
限定100名

★ケーキセット付鑑賞券

一     般  ¥5,000
Ｌ会員  ¥4,500

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

※4/13（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：55165ラ キ

とっても

お得です
よ！

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 2019～2020

4.14日 voi.1

CRISPY TAP
サクッとおいしい、足で奏でるミュージック！

出　　演／
末富凛太朗（タップダンス）、愛川 聡（ギター）、
佐々木善暁（コントラバス）、島山遼太郎（ピアノ）
予定曲目／
さくら  さくら
I Got Rhythm  他

出　　演／
末富凛太朗（タップダンス）、愛川 聡（ギター）、
佐々木善暁（コントラバス）、島山遼太郎（ピアノ）
予定曲目／
さくら  さくら
I Got Rhythm  他

8.4日 voi.2

RICH STRINGS 
濃厚で、コクのある味わいの弦楽器。

出　　演／
マーベラストリオ
柴田夏未（ヴァイオリン）、崎元蘭奈（チェロ）、
楊 美希（ピアノ）
予定曲目／
ハンガリー舞曲第5番、幻想即興曲  他

出　　演／
マーベラストリオ
柴田夏未（ヴァイオリン）、崎元蘭奈（チェロ）、
楊 美希（ピアノ）
予定曲目／
ハンガリー舞曲第5番、幻想即興曲  他

11.17日 voi.3

TASTY SITAR
うま味溢れる、幻想的なシタールの響き。

出　　演／
田中峰彦（シタール）、田中りこ（タブラ）
予定曲目／
ベンガル地方の民謡
北インド古典音楽  他

出　　演／
田中峰彦（シタール）、田中りこ（タブラ）
予定曲目／
ベンガル地方の民謡
北インド古典音楽  他

1.26日 voi.4
2020

MELLOW TANGO
熟成されたタンゴ、魅力的な深味。

出　　演／
タンゴ・コケータ
吉岡凛（ピアノ）、木村直子（ヴァイオリン）、
星野俊路（バンドネオン）、大塚功（コントラバス/ゲスト）
予定曲目／
エル・チョクロ、リベルタンゴ、カミニート  他

出　　演／
タンゴ・コケータ
吉岡凛（ピアノ）、木村直子（ヴァイオリン）、
星野俊路（バンドネオン）、大塚功（コントラバス/ゲスト）
予定曲目／
エル・チョクロ、リベルタンゴ、カミニート  他

カフェコンの楽しみ方

クリスピー リッチ ストリングス テイスティー シタール メロー タンゴタップ

ゲストダンサー
亮＆葉月
ゲストダンサー
亮＆葉月麻場利華麻場利華 平花舞依平花舞依

門奈紀生門奈紀生

後藤雅史後藤雅史

展
示
内
容

2019年4/15（月）～6/9（日）
※展示期間は準備と撤去を含めて最大で7日まで。

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。

4/1（月）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。

出品料

無料

ロビー展示作品募集
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。

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。

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1 展示台2

展示台3

期　　　　間

展示スペース

申し込み方法

出演・演奏曲目 ※出身大学を掲載しています。

ラブリーホールラブリーホール
南河内ゆかりの若き演奏家たちのコンサートです。
音楽の道を歩み始めた出演者たちを応援してください。
南河内ゆかりの若き演奏家たちのコンサートです。
音楽の道を歩み始めた出演者たちを応援してください。

新人演奏会新人演奏会

Mayuko SatoMayuko Sato

Ayane TamakiAyane Tamaki

Hideaki FujiokaHideaki Fujioka

Mai MorishitaMai Morishita

Hina YabunoHina Yabuno

Mami WatariMami Watari

Nodoka WatanabeNodoka Watanabe

20192019
大ホール
自由席6⁄286⁄286⁄286⁄28 19：00 開演

（18：30 開場）
19：00 開演
（18：30 開場）
19：00 開演
（18：30 開場）
19：00 開演
（18：30 開場）

※ 6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。※ 6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。※ 6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。※ 6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

金金金金 入場
無料

NEW

薮野仁菜 大阪芸術大学 ［ ドラム ］
ハラサナ  ドラムとピアノのためのソロ　コーベルグス

佐藤真由子 神戸女学院大学 ［ ソプラノ（声楽） ］
我が恋は緑なり　ブラームス
オペラ「ランメルモールのルチア」より あたりは沈黙に閉ざされ　ドニゼッティ

渡邊のどか 大阪音楽大学 ［ ピアノ ］
「鏡」より第４曲 道化師の朝の歌　ラヴェル

玉置彩音 京都市立芸術大学 ［ ソプラノ（声楽）］
オペラ「椿姫」より 不思議だわ～花から花へ　ヴェルディ

藤岡秀明 東京藝術大学 ［ 尺八 ］
地歌「残月」より手事　峰崎勾当

森下真衣 東京音楽大学大学院 ［ ピアノ ］
ハンガリー狂詩曲　第2番 S.244　嬰ハ短調　リスト

渡 真実 大阪音楽大学 ［ ピアノ ］
幻想小曲集作品12　1.夕べに　2.飛翔　3.なぜ　4.夢のもつれ　シューマン

主催／（公財）河内長野市文化振興財団主催／（公財）河内長野市文化振興財団主催／（公財）河内長野市文化振興財団主催／（公財）河内長野市文化振興財団

20：00 開演（19：40 開場）

大ホール
ホワイエ
自由席6⁄19水水水水

主催／Make Us One、
　　　（公財）河内長野市文化振興財団

※3歳未満膝上無料
　（但し、大人1名につき子ども1名まで）

出演／Make Us One、
　　　橋本エミ（ディレクター）

一  般 ￥300
（前売・当日共）

Make Us One
Gospel  Summer Concert   
Make Us One
Gospel  Summer Concert   

河内長野
STAGE

主催／南河内文化会館ネットワーク委員会　　https://minamikawachi-net.jimdo.com

18：30 開演
（18：00 開場）

小ホール
自由席土8⁄17

※Ｌ会員はラブリーホール公演のみの取扱い。
※会員割引はございません。
※ペア券は前売のみ ※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

Ｌ会員

一  般 5 /26日10：00～

5 /25土 10：00～
発売日

発売日
前　売 ￥2,000
当　日 ￥2,300
ペア券 ￥3,800

チケット販売所
ラ C ロＬコード全チケット共通：53182各会館 ※　     はラブリー公演のみ

NEW
3公演パス券

4,500円
（枚数限定）

得

河内長野STAGE［ラブリーホール 小ホール］
出演／岩崎恵子とDREAMERS & The Wild Rovers

藤井寺STAGE［パープルホール別館 中ホール］
出演／内海英華 with 宗清洋と粋～てすとさうんど

羽曳野STAGE［LICはびきの ホールＭ］
出演／Make Jazz Orchestra

大阪狭山STAGE［SAYAKAホール コンベンションホール］
出演／Dixie Express

松原STAGE［松原市文化会館］
出演／Soulbleed

富田林“星空”STAGE［すばるホール 3階プラネタリウム室］
出演／Little Fats & Swingin’ Hot Shot Party

8/17（土）

8/24（土）

8/31（土）

9/ 7 （土）

9/21（土）

9/28（土）

2019 スケジュール

河内長野STAGEは、緻密なアレンジに基づきモダンなサウンドを持ち味とする岩崎恵子Trioと彼女が率いる
JAZZコーラスグループの競演！ JAZZスタンダードからミュージカル楽曲などの多彩なラインナップと、ぬくもり
溢れる歌声で、真夏の夜に癒しのひと時をお届けします。

電話及びホームページにて受付中申 込

河内長野市文化連盟
河内長野市文化連盟は、昭和３０年より初代会長の「市民すべてが会員」の精神を引き継ぎ、市民文化の高揚と次世代
に文化を繋ぐ活動を続けています。舞台部門８団体、展示部門１０団体で構成され、これからも未来に繋げる市民文化活
動の一端を担うべく研鑽し歩みを続けます。文化連盟の活動に興味を持たれた方は、事務局までお問合せください。
■お問合せ／文化連盟事務局（ラブリーホール内）TEL：0721-56-6100

時間：14：00～15：30
場所：市民交流センター（キックス）３階・大会議室
料金：各回500円
定員：各100名（申込み先着順）

全2回 受講料
あり－大阪府立大学編－

大学連携講座

4月5日（金）より電話及びホームページにて受付申 込

時間：14：00～15：30
場所：市民交流センター（キックス）３階・大会議室
料金：500円　定員：100名（申込み先着順）

全1回 受講料
あり特 別 講 座

河内長野市民大学くろまろ塾
河内長野市立市民交流センター（キックス）

◎申込は電話 およびホームページにて受付

https://kiccs.jp
くろまろ塾事務局

TEL 0721-54-0001 キックス 検索

申込・お問合せ先5月12日（日）
会場：赤峰市民広場

第２７回
河内長野市民まつり
への出店と展示

次の世代に文化をつなぐ
夏休み子ども体験教室

10月25日（金）～11月4日（月・振休）
会場：ラブリーホール、キックスほか

第６5回河内長野市文化祭

2019年度
主な活動予定

7月23日（火）・24日（水）
会場：キックス

4/13土 10：00～
発売日

一  般 ￥8,000

本当は
♡

結婚させたい

ダニロ
ハンナの元カレ

駐フランス公使付き書記官

ヴァランシエンヌ
ツェータの妻

元マキシムの踊り子

ハンナ
大銀行家

グラヴァリ氏の
未亡人

カミーユ
パリの色男

婚約？？

浮気!?
夫婦ツェータ

パリ駐在大使

誰でもできる！ 簡単フィットネス

 

（幼稚園～小学生対象）　

月会費
3,240円

ジュニアクラス

※詳しい情報はHPに掲載されています。

月 火 水 木 金 土

ビートストレックス河内長野　
ホームページ  https://www.beatstrex.jp/

Tel:080-3110-7045お問合せ先　

月曜／18：15～くすのか　

クラススケジュール
ラブリーホ ー ル
くすの かホール
河 内 長 野
月 会 費

4月1日（月）～6月30日（日）まで

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

キャンペーン
特 典

① 2ヶ月分会費 10,800円→0円に！！
② 1 回 体 験 1,620円→0円に！！予約要

5,400円

月80本以上 レッスン受け放題！！
朝　  昼　  夜

安田　直史（近畿大学社会連携推進センター  教授）

6/16（日） 11：00～12：30
くろまろ塾本部講座
- 教養講座・芸術編 -

「メリー・ウィドウが描かれた時代背景」●講師：唐谷裕子（オペラ演出家） ●会場：キックス3階・大会議室 ●料金：500円 ●定員：100名（申込先着順）
●申込：5/5（日・祝）より電話及びホームページにて受付開始 ●お問合せ・申込：くろまろ塾事務局 TEL 0721-54-0001

出　演／岩崎恵子とDREAMERS ＆ The Wild Rovers
予定曲目／West Side Story Medley、Corner Pocket、All My Loving、My Foolish Heart 他

今年の全館共通曲は「SMILE」。チャップリンの
映画『モダン・タイムス』で使用されたテーマ曲。
マイケル・ジャクソンを始め、多くのアーティストが
カバーした言わずと知れたJAZZの名曲。6種類
のアレンジをお楽しみください。

L-POINT

Lovely Hall Event Information チケット販売所 ラ キラブリーホール・チケット予約専用テレフォンインターネット キックス3階事務室ラブリーホール・サービスカウンター 2019.4・5 Vol.162

主催／第23回「緑の街ふれあいコンサート」
共催／（公財）河内長野市文化振興財団
問合せ／TEL&FAX0721-52-2613（南）　　　

一  般 前売 ￥3,000
当日 ￥3,500

チケット代金と返信料92円の合計額を下記へ
お振込みください。
■郵便口座番号  00940-9-5335　
■加入者名／南　美鈴

お申込み方法

チケット販売所
ラ 主催者
※ラブリーホールでは
　電話予約はできません。

※ 6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

大ホール
指定席日6⁄9 14：00 開演

（13：30 開場）

〈第1部〉〈第1部〉
〈第2部〉〈第2部〉

田尻洋一田尻洋一
ベートーヴェンベートーヴェン

「田園」を弾く「田園」を弾く

第23回 緑の街ふれあいコンサート第23回 緑の街ふれあいコンサート

ぴ チケットぴあロローソンチケット e+ e+（イープラス） ニ ニシバタ楽器千代田センター すすばるホール S SAYAKA ホール は LIC はびきのC CNプレイガイド

ベートーヴェン交響曲第6番「田園」（田尻洋一編）ベートーヴェン交響曲第6番「田園」（田尻洋一編）
ショパン「幻想即興曲」「ノクターン第2番」「革命のエチュード」
グリーグピアノ協奏曲イ短調（田尻洋一編）
ショパン「幻想即興曲」「ノクターン第2番」「革命のエチュード」
グリーグピアノ協奏曲イ短調（田尻洋一編）

チケット販売所 ラ キ 主催者
※ラブリーホールでは電話予約はできません。

沢田研二沢田研二
LIVE 2019LIVE 2019
「SHOUT!」「SHOUT!」

18：00 開演
（17：30 開場）

大ホール
指定席 NEW木7⁄18

※6歳以上有料、5歳以下入場不可

お問合せ／ページ・ワン　TEL 06-6362-8122  （平日11：00～18：00）

ロＬコード：52778
ぴ Pコード：143-786
ラ e+
チケット販売所

※ラブリーホールでは窓口販売のみ


