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リトル ナイン9

「レッスン、とっても楽しい！」

TEL 0721-63-7545

洋菓子の店

ラ・スリーズ

https://www.facebook.com/lacerise1987
営業時間／10：00～19：30　定休日／火曜日
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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

2017
7月末まで
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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）

Ｌ会員

一  般

一般／￥900　

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

7⁄13

監督／西川美和
出演／本木雅弘、深津絵里、池松壮亮、黒木華  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）

木

発売中！！

発売中！！

オケ老人!
永い言い訳
この世界の片隅に

ロ Ｌコード：53589
ロ Ｌコード：53601
ロ Ｌコード：52094

永い言い訳

この世界の片隅に

オケ老人!

監督／細川徹     
出演／杏、黒島結菜、坂口健太郎、笹野高史、左とん平  他

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

Ⓒ2016「永い言い訳」製作委員会　

Ⓒ2016荒木源・小学館/「オケ老人！」製作委員会

124分

8⁄22 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！！

監督／片渕須直
声の出演／のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美詞  他

Ⓒこうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会 128分

119分

2017.6・7 Vol.151C CNプレイガイド

ラブリーホールが主催するスクールで、2007年にスタートしたんだよ。いま本クラス（小学
4年生～）には68人の仲間がいるんだ。みんなミュージカルが大好き！ちなみに、低学年（小
学1年生～3年生）を対象にしたリトルクラスっていうのもあるんだよ。毎週、歌にダンス、
お芝居の本格的なレッスンを受けているんだ。僕たちは、学年も違うし学校も全然違うけ
ど、とっても仲がいいんだよ。みんな同じ目標にむかって頑張っているからなんだね！僕た
ちの歌やダンスやお芝居で、たくさんの人に感動してもらえたら本当に嬉しいね！！

ラ すキ ニチケット販売所 S

ラブリーホール・ミュージカルスクールって知ってる？

月の女神の秘密

Interview
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ムーンライトミステリーに出演する
4人のキャストにお話を聞きました！

ラブリーホール・ミュージカルスクール

特 集

今年、リトルクラスから本クラスへ上がってきた
新4年生の子どもたち「通称：リトル9（ナイン）」は
ミュージカルに出演するのは今年が初めてです！

ミュージカルスクールが楽しいのは、どういう
ところですか？
む　ぅ　みんなで力を合わせて作るのが楽しいし、もっと上

手になりたい。
み　お　おねぇちゃんたちが優しく教えてくれるから安心する。
ひ　め　めずらしいお稽古事だから楽しい。
ゆっきー　友だちとかにスゴイって言われるし、歌が上手って

言ってもらえる。
あ　ん　ダンスがどんどんうまくなっていくのが嬉しいし楽しい。

本番に向けての気持ちを教えてください
さ　わ　めちゃめちゃ上手になって、パパとママたちをビッ

クリさせたい。
あ　ん　みんなで協力していいものを創りたい。
さあや　リトルクラスの時より歌やダンスが上手くなって、

変わった自分をみんなに見てもらいたい。
あ　ず　リトルクラスにはお芝居の稽古がなかったから、

お芝居を上手に演じたい。
こ　う　歌とダンスを完璧にできるようになって、観に来てく

れた人みんなを楽しませたい。

－リトルクラスから本クラスへ上がってきて変わった
ことを聞くと、みんな「練習が大好きになった！ もっと頑張
りたい！」と答えてくれました。“どうして？”って聞くと、「本クラス
はたくさんのお姉さんやお兄さんがいて楽しい」「歌や
ダンスが上手なお姉さんに憧れて自分もそれを目標に
頑張りたい」「レッスン内容が難しくなったけど、やりがい
がある」「毎週水曜日が楽しみで仕方ない!」と言ってくれ
ました。リトル9のこれからの活躍が楽しみです！！－

もね

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

ラブリーホール・ミュージカルスクールに入って
よかったと思うことは？
はる　　周りのたくさんの人の支えがあってこそ、今の自分
が成り立っているんだって気付くことができたこと。スクー
ルに入ってなかったら、たぶん気付けていなかったと思う。
だから周りの人に感謝することを学べました！
もね　　色んな性格の人や違う年齢の人と、ひとつのもの
を創ることはすごく難しいことだけど、このスクールに入っ
て、みんなと協力する楽しさを知ったり、コミュニケーション
能力が自然と身についたんじゃないかな。
はのん　積極的な性格になれたと思う。昔は、人見知りで学
校でも人前に出たりするのが苦手だったけど、今は文化祭
とかで堂 と々歌えるようになったり、すごく自信がついた。
もね　　あ、あと台本や複雑な立ち位置を覚えているうち
に、記憶力がよくなったよね！
はのん　わかる！ 年々、台本を覚えるのが早くなったもん。
セリフを覚えるのって暗記力の訓練になるよね。
はる　　だから単語とかもすぐ覚えられる！
なつみ　え、みんなそうなの・・・？　
3人　えっ？ なつみは違うの？（笑）じゃあ、
なつみはどういうとこがよかったと思うとこ？
なつみ　打たれ強くなったとこかな！（笑）
みんな　笑
もね　　あと、何も言わず支えてくれている家族に感謝でき
たこと。お母さんやお父さんが送り迎えしてくれたり、お弁
当を作ってくれたり、当たり前と思ってしまいがちだけど、す
ごく感謝してる。

スクールの魅力は？

もね　　みんなの心がつながっているところ！
なつみ　仲のいいところ！ スクールの仲間と
過ごす時間はすごく充実しています。
はる　　本番前は辛くて苦しいけど、舞台に立つ感動は本
当に大きいんです。たくさんの人に暖かい拍手をもらえる
喜びは、どんなことにも勝る宝物なんです！ それを体験でき
ることがスクールの魅力だと思います。

はのん　レッスンで先生に怒られても、それって自分の事を
ちゃんと見てくれている証拠だから、すごく力になるし嬉し
い。だからもっと頑張ろうって気持ちになるんです。

ムーンライトミステリーってどんなお話？ 
みどころは？
もね　　月にまつわる、ちょっと不思議なお話です。
あと仲間の大切さもテーマになっているんですよね。
はる　　すこーしだけストーリーをお話しますと。。。
ミステリー小説好きの夏子と、女優を目指し舞台に情熱を
かける明日香は親友同士。でも、夏子は本当に自分のやり
たいことが何なのか分からなくてモンモンとしてるの。それ
に引きかえ明日香は「主役になりたい！」っていう確固たる
思いで夢に向かって真っすぐに進んでいて、夏子はそんな
明日香が誇らしくもあり、ちょっぴり羨ましくもあったりする
んです。
もね　　ある日、明日香の所属している劇団の公演中に幽
霊が現れたって大騒ぎになる。そこから物語が始まります。
はのん　明日香に相談された夏子は、お姉ちゃんの春江と
妹の冬美、お手伝いのサキさん、そして幼馴染の崇史まで
を巻き込んで幽霊の謎を解く調査に乗り出します！
なつみ　「ムーンライトミステリー」ってタイトルからして、月の
世界と、こちらの世界を行ったり来たり、来たり行ったり（笑）
もね　　そう、月の世界の可愛らしいキャラクターがたくさ
ん出てきます！ここも見どころ！
はる　　今回の演出では、扉がたくさん出てきて、シーンの
切り替わりや歌やダンスに大きく関わってくるんです。その
扉の多岐にわたる役割を見るだけでも価値あり！ですよ！
もね　　あと、衣裳がすごくかわいい！
みんな　あー！ かわいい！！
はのん　「明日香」がやりたいって思っている
ことと、私たちがやりたいと頑張っていることが
リアルにシンクロしていて。
なつみ　そうそう！ 等身大の自分自身を演じてるみたいだ
よね。
はる　　一生懸命にやりたいことがある素晴らしさをたく
さんの人に知ってほしいなぁ。私たちはミュージカルが大好
きで、みんなで協力して頑張っている。そのパワーっていう
の？そういう熱意みたいなのを見に来てくださったお客様
に感じて頂けたら嬉しいです！
もね　　あと、今回のために新たに3曲が書き下ろされた
んです！もちろん作曲はサキタハヂメさん！サキタさんと言
えば最近は日本テレビ系の「フランケンシュタインの恋」の
音楽も担当されているんですよ。
はのん　3曲とも本当に素敵な曲なので、絶対聞いてほしい
です！ あ、あと21曲あるんですが、もちろん！全部ステキな曲
なんですよ！

最後に観に来て頂けるかも？  しれない皆様に一言！

もね　　ミュージカル自体を見たことがない人が多いと
思うけど、これを機にミュージカルの素晴らしさを知って
ほしい！ みなさんが感動できるような舞台を絶対作ります！
はのん　日常では味わえない空間を楽しんでください！
はる　　みなさまを違う世界へと「おもてなし」！  大人
が見てもすごく楽しめる作品となっていますので、是非ご
家族そろって来てほしいです！
なつみ　来ていただけたみなさんに、私たちの熱いパワ
ーを間違いなくお届けします！
4人　是非！ 私たちのミュージカルにハマってください！

8⁄5
月組 14：00 開演（13：30 開場）
星組 18：00 開演（17：30 開場）

6土 日
星組 11：00 開演（10：30 開場）
月組 15：00 開演（14：30 開場）

※月組、星組の2チーム編成で上演します。

この夏、舞台で輝く子どもたちをご覧ください！！
ラブリーホールでは、毎年夏にミュージカル作品を地域の子ども
たちと創っています。自分を表現する喜びや、夢中になれるもの！
それを見つけたラブリーホール・ミュージカルスクールの68名
の子どもたちが、この夏みなさんに感動の舞台をお届けします！！

★好きな食べ物
もずく、ぶんたん

★好きな食べ物
たまごやき

★好きな食べ物
いちご大福、なすび★好きな食べ物

こんぶ（おやつのタイプ）
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河内長野市文化連盟

昨年に引き続き今年も会場は赤峰市民
広場でした。今年は出店ブースを設け、
ポップコーンとドリンクの販売を行いま
した。ポップコーンは完売しました。

５月１４日（日）
「第２５回河内長野市民まつり」に
参加しました。

活動報告

出店ブースの他、環境美化担当としてごみ持ち帰り、
トイレ清掃、グランドへの散水に取り組みました。

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

◆ 今後の活動 ◆
9月23日（土・祝）
会場：ラブリーホール・大ホール
平成29年度
古典芸能鑑賞会  文楽

8月5日（土）・6日（日）
会場：キックス
次の世代に文化をつなぐ
2017夏休み子ども体験教室


