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ラ・スリーズ
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他の割引券との併用不可。
尚、割引は期間中お買い上げ

商品に限ります。

割引チケット

2019
7月末まで

10
ラ・スリーズ

OFF
％

銘酒  高野山
「般若湯」を
使って焼いた

「お酒のけぇき」を
ご賞味ください。

焼き菓子などギフトも色々
揃えております♪

ラ・スリーズ
自然の林を眺めながら、
ソースやアイスを添えた
デザートをどうぞ！

デザートストロベリー
デザートシュー

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

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） 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。

※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）。

万引き家族
この道

ロ Ｌコード：51315
ロ Ｌコード：54167

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）　

6⁄27 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）

木

発売中！！万引き家族

監督／是枝裕和
出演／リリー・フランキー、安藤サクラ、 樹木希林 他

Ⓒ2018フジテレビジョン  ギャガ  AOI Pro.

120分

7⁄25 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）

木

発売中！！この道

監督／佐々部清
出演／大森南朋、AKIRA 他

Ⓒ2019映画「この道」製作委員会

105分

2008年初演のオリジナル・ミュージカル「ぼくたちの宝島」。
この夏、新曲2曲を引っさげ、物語もさらにパワーアップした
ミュージカルを小ホールバージョンでお届けします！！

8/10（土） 8/10（土） 15：00 開演15：00 開演 11：00 開演／15：00開演11：00 開演／15：00開演11（日・祝）11（日・祝）

特集
PG12

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

ラ キチケット販売所

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）

14：00 開演
（13：15 開場）

大ホール
自由席

チケット販売所 ロＬコード：55165ラ キ

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

カ
フェコ
ン
の
楽
し
み
方

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

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

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

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

出演・演奏曲目 ※出身大学を掲載しています。

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

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

展 示 内 容

期　　　　間
2019年7/9（火）～9/1（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。展示台は下記をご参照ください。

申し込み方法
6/1（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。

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。
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

ラブリーホールラブリーホール

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。

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54名が在籍しています（リトル
クラスは小学1年～3年生まで約20名が在籍）。ミュージカルスクールで
は毎週、歌とダンスそしてお芝居の稽古を本格的に行っています。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、
地域・世代を超えた交流を実現し、そして何より「頑張る！」という子ども
たちの意思と成長を育みます。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
野で創造し、全国に向け発信することを目標に頑張っています！

Interview 演出／大西千保　

ラブリーホール・ミュージカルスクール

小学校の時、「将来の夢」というタイトルの作文が書けなかったんです。なりた
いものがたくさんあって選べなくて。何で人生って１つしか選べないの！？って
思っていました。俳優になったら色んな役があって、色々な人生を経験出来
る！と思って演劇の世界に進みました。
 

好きな事でいうと、演じる事。向いている事でいうと、たぶん指導者。一つに絞る
としたら…選べないけど、どうしてもだったら演出かな。演出は自分ひとりの作業
ではなくて、関わる人たち1人1人の相乗効果で創り上げていく。その中では自分
が想像もしなかったものが生まれたりするんです。それがすごく面白いですね。

 

立場でいうと、作品の最高責任者。でも決して独裁者では
ない。例えるなら料理長かな。さまざまな素材、さまざまな
料理人がいる中で、素材を最大限にいかし、お客様が一
番楽しめるメニューのバランスを決める。役者はもちろん
振付家とか作曲家とか歌唱指導の先生とか、色々な人
の意見を聞いて元のレシピから少しずつ調整を加えて
いく。演出ってそういう役割だと思うんです。
 

真面目でお行儀が良くってとにかく練習好き！こんなに練習熱心な子たち見た
ことない(笑)。年上の子が年下の子のサポートも積極的にしている。10年以上
続けてきたからこそのチームワークがすごく感じられます。スクールのみんなに
は、本番まで稽古を重ね、出来なかった事が出来るようになった時の嬉しさや
楽しさをしっかり感じてもらいたいです！

演出家・脚本家・俳優・指導者と大活躍の大西千保さん。演劇の世界
への最初のきっかけは？

今回、2008年の初演作品を再演するにあたり、台本の改訂も
お願いしましたが、改訂するうえで特にこだわったことは？

演出だけでなく、様々な方面で活躍されていますが、あえて一つに
絞るとしたら？

登場人物の関係性にこだわりました。物語の中には、それぞれの
役と役との関係性があって、例えば「幼馴染」とか「上司と部下」と
か、深いつながりのものもあります。台本には描かれていない、それ
までの登場人物たちの関係性、流れていた時間の中で育まれた
ものを思い浮かべながら書きました。
 

お金持ちのお坊ちゃまルイスと、その幼馴染のシュウという2人
の男の子が出てくるんですが、その2人の歌のシーンかな。男の
子ならではの不器用さがあって、すぐ近くにある「大切なもの」に
気づけず、2人の心がすれ違ってしまっているところにぐっときます。
あとは、ラストのみんなで歌うシーン。曲を通して、みんなのエネル
ギーとメッセージがお客様に届くと良いなと思います。
 

晴れた日に、お日様の下に出たくなるような、一歩踏み出す勇気が出るような
作品。そして大切な人に「ありがとう」と言いたくなるような作品にしたいと思っ
ています。8月10日・11日はぜひ見に来てください!!

これまでの小ホールミュージカル

演出家の役割とは？

「ぼくたちの宝島」で一番お気に入りのシーンは？

最後に、「ぼくたちの宝島」ずばりどんな作品ですか？

ラブリーホール・ミュージカルスクールの印象を教えてください！

大西千保　
関西を中心に俳優として多くの舞台に出演。また、俳優業の他にも演技講師として20年近くのキャ
リアを持ち、俳優養成所やスクールで若い世代の俳優育成にあたる他、複数の高校にてコミュニ
ケーションや人間関係トレーニングの授業を担当。不登校の子どもが社会復帰を目指す取り組み
を続けている。2008年よりキッズミュージカルの脚本・演出を行い、演劇を通した青少年の育成に
尽力している。2016年から2017年まで自身の視野を広げるため世界一周の旅に出発。帰国後は
再び脚本、演出、出演、演技講師、ダンス講師など演劇活動を中心にした生活を送っている。

エターナルガーデン（2016）エターナルガーデン（2016） ムーンライトミステリー（2017）ムーンライトミステリー（2017）

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
後援／南海電気鉄道株式会社

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 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

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と彼女がサポートする
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。

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。

残席
わずか！！

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 2019.6・7 Vol.163

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）

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！
シリーズ

L-POINT

火・祝

15：00 開演（14：30 開場）
10⁄22

久保摩記＆中尾恵

出 演 者　久保摩記（サクソフォーン）、
　　　　　中尾恵（ピアノ） 
予定曲目　オブリビオン／ピアソラ、
　　　　　ウエストサイドストーリーより／バーンスタイン、
　　　　　ニューシネマパラダイスより／モリコーネ 他

サクソフォーン

Duo Plaine Concert vol.2
デュオ プレーヌ

ピアノ

15：00 開演（14：30 開場）
9⁄1

Euphonista! Concert

出 演 者　Euphonista!（ユーフォニスタ）
　　　　　山内 由香、志津 妙子、
　　　　　曽我 香織、安岡 やよい
予定曲目　Euphonista!スペシャルクラシック、
　　　　　スタジオジブリの世界、
　　　　　歌謡曲メドレー
　　　　　　～昭和から平成、そして令和へ～ 他

優しい音の出るラッパ "ユーフォニアム"で奏でる
美しいメロディー

150名
限定

日

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

5/12（日） 会場：赤峰市民広場
「第27回河内長野市民まつり」に
参加しました。

◆活動報告

【ブースでの取り組み】
▪ポップコーンの販売
▪ドリンクの販売
▪造花部門による「ゆり」の花づ
くり体験
▪「河内長野の夢宇宙」と題し、
大きな地図に来場のみなさま
といっしょに河内長野の夢や
未来、希望を描きました。

◆今後の活動

◆各部門別活動
6⁄8（土） 会場：キックス
民謡大会
8⁄7（水） 会場：キックス
太鼓交流会

10⁄25（金）～11⁄4（月・振休）
会場：ラブリーホール、キックス
第65回 河内長野市文化祭

7⁄23（火）・24（水）
会場：キックス
次の世代に文化をつなぐ
第11回 夏休み子ども体験教室

L-POINT

全国縦断コンサートツアー2019 全国縦断コンサートツアー2019 

※６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。※前売券完売の場合は、当日券の販売はございません。 

7⁄6土
14：00 開演（13：30 開場）

大ホール
指定席

主催／（公財）河内長野市文化振興財団
企画・制作／三井エージェンシー、フレンド企画　協力／ページ・ワン

Ｌ会員

一  般

￥5,700

￥6,000
（前売・当日共）

ロＬコード：52325 ぴ Pコード：145-049
ラ Ce+キ
チケット販売所

残席
わずか！！

【環境美化担当】
▪ごみ持ち帰り運動、トイレ清掃に
　取り組みました。

ぼくたちの宝島
～竜の石の伝説～

島全体がアミューズメントパークである「トレジャーアイランド」。
特別に招待された子どもたちが船で向かう途中、突然海賊が現
れ船は座礁…。なんとか脱出した子どもたちが辿り着いたのは神
秘の島「ルナルナ島」だった。島に住む謎の少女、妖精たち、そし
て洞窟の奥深くに棲むジメジメ。子どもたちは、仲間と協力し困難
に立ち向かっていく。竜の石の伝説とは一体？！果たして子どもた
ちは無事に島から脱出することができるのだろうか…

★ものがたり★

ラブリーホール・小ホール・ミュージカルVol.5


