
～落語で伝えたい想いシリーズ～

（ひめゆり学徒隊秘抄録）（ひめゆり学徒隊秘抄録）
ニライカナイで逢いましょう

■チケットのお申込・お問合せ
　すずめ家ちゅん助  090-1581-0171
　クリエイティブワンズ  06-6356-6788

主催／河内寄席実行委員会

出演／桂 春蝶（他1席）
　　　桂 紅雀、 露の瑞
　　　ごあいさつ：
　　　すずめ家ちゅん助

13：30開演
 （12：00開場）

桂春蝶
河内寄席新春特別公演

晴れ舞台

1/6土2018
料金：前売 2,700円、当日 3,000円（自由席）
ラブリーホール・小ホール

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

CaffèConcerto2017-18L-POINT

Delicious Trumpet
聴いておいしいトランペットで至福のひと時を。

出　　演／神代修（トランペット）、中桐綾奈（ピアノ）
予定曲目／ナポリの踊り、水上の音楽、Somewhere  他
出　　演／神代修（トランペット）、中桐綾奈（ピアノ）
予定曲目／ナポリの踊り、水上の音楽、Somewhere  他

vol.4

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

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：54342
※ローソンは鑑賞券のみの取扱い

ラ キ

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

予定曲目 チャルダッシュ（フルート演奏）、ユーレイズミーアップ、
蜘蛛の糸（語りとピアノ） 他

出　　演 Donna Donna
嶋田洋子（朗読）、廣瀬淑子（メゾ・ソプラノ）、中島康子（ピアノ）、浦あゆみ（ピアノ）
柴田孝治郎（フルート）

Donna Donna ＆ 柴田孝治郎
～春よ来い～　ワンコイン・コンサート in ホワイエ

小ホール
自由席水12⁄6

20：00 開演（19：40 開場）

￥300一  般

※3歳未満ひざ上無料（但し、大人1名につき子ども1名まで）

主催／Make Us One、（公財）河内長野市文化振興財団

予定曲目／O Holy Night, 
　　　　 Silent Night 他
出　演／Make Us One,
　　　　 橋本エミ（ディレクター）

チケット販売所 ラ キ

【対象】小学4年生（※H30年4月より4年生になられる方）から大学生
※ミュージカルの練習に積極的に参加していただける方に限ります。
【レッスン日】基本は毎週水曜日（月4回）に歌とダンスのレッスン、土曜日もしくは日曜日（月2回）にお芝居の
レッスン、合わせて月に6回のレッスンとなります。5月からは8月の本番に向けて稽古回数が増えます。
【初回レッスン】2018年2月7日（水）18：00～21：00　【レッスン場所】ラブリーホール・大ホール
【参加費】6,000円（月額）　【申し込み締め切り】2018年1月31日（水）
【申込方法】参加をご希望の方は、ラブ
リーホールのホームページから専用フ
ォームにてお申し込みください。または
ラブリーホールまでお電話ください。

ラブリーホール・ミュージカルスクール

ラブリーホール・ミュージカルスクールの総勢80名を
超える子どもたちが、元気な歌声とダンスをお贈りします。
ミュージカルスクールは2007年に開講し、10年目を
迎えました。記念すべき10thアニバーサリーは、珠玉の
ミュージカルナンバーを集めた楽しい楽曲の数々を
お届けします！リトルクラスの可愛らしい歌声に、本クラ
スによる本格的なダンスと美しいハーモニーの楽しい
コンサート！！“魔法”のような素敵なひとときを、どうぞ
お過ごしください！入場無料となっておりますので、ご家
族そろって是非ご来場ください！

ラブリーホール・
ミュージカルスクール

生 徒 募 集ミュージカルマジック コンサート
Musical Magic Concert

14：30 開演（14：00 開場）

大ホール
自由席2⁄4日

2018 出　　演／ミュージカルスクール・リトルクラス（小学1年～3年）
　　　　　ミュージカルスクール・本クラス（小学4年生以上）
予定曲目／美女と野獣（“美女と野獣”より）、One（“コーラスライン”より）
　　　　　アイガットリズム（“クレイジー・フォー・ユー”より）
　　　　　チキ・チキ・バン・バン（“チキ・チキ・バン・バン”より）　他

無 料

入場無料
※要整理券

14：45 開演
（14：15 開場）1⁄11

2018

大ホール
自由席

整理券
申込み
方法

◎サービスカウンターにて配布中
◎往復はがきに住所・氏名・TEL・参加人数を明記の上、
　ラブリーホール「無料公開リハーサル係」まで
◎下記ホームページにて受付中

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

木

121
2018

１９：00開演 
ザ・シンフォニーホール

金
本
　
番

2016～2018年度全6回シリーズ
定期演奏会
ウィーン世紀末のルーツ
～フックスとブラームスから始まる系譜④～

第 215回
【予定曲目】
ハンス・ロット：「ハムレット」序曲（日本初演） 
ハンス・ロット：「管弦楽のための組曲　変ロ長調」からの二章（日本初演） 
ハンス・ロット：「管弦楽のための組曲　ホ長調」からの二章 
マーラー ：交響形式による二部の音詩「巨人」1893年ハンブルグ稿
　　　　　　（国際マーラー協会新校訂全集版）

無料公開
リハーサル

© 飯島隆

※リハーサルのため、すべてを演奏するとはかぎりません。ご了承ください。
※進捗状況によっては、開場・開始時間や内容を変更する場合もあります。
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

寺岡清高
（常任指揮者）

指 揮

リハーサル終了後に、
指揮者によるトークが
あります。
大
阪
交
響
楽
団

http://www.lovelyhal l .com

カフェ・コンチェルトシリーズ 2017～2018

ラブリーホールでは、小学4年生以上を対象にした
ミュージカルスクールを運営しています。歌とダンスと
お芝居の本格的なレッスンを楽しく行っており、2018年
8月にオリジナルミュージカルの上演を大ホールにて予
定しています。つきましては、この作品に出演していた
だけるスクール生を追加募集いたします！ミュージカル
が好きで、やる気のある方の参加をお待ちしています！

リトルクラス同時募集!!

●対象／小学1年生～3年生
●毎週水曜日16時～17時 ●月額3,000円
歌（月3回）とダンス（月1回）を楽しくレッスンしています！ 
※詳しくはラブリーホールまでお問合せください。
歌（月3回）とダンス（月1回）を楽しくレッスンしています！ 
※詳しくはラブリーホールまでお問合せください。

大ホール
自由席日3⁄4

2018

14：00 開演
（13：30 開場）

※６歳未満のお子様の入場については、主催者までお問い合せください。

Come Join Us!
ゴスペルで何倍も楽しくなるクリスマス

14：00 開演
（13：30 開場）3⁄17土2018

主催・問合せ／Donna Donna
　　　　　　   090-3616-3906（浦）

ラ 主催者チケット販売所
12/1金 10：00～
発売日

一  般 ￥500　 ※ラブリーホールでは電話予約はできません。

一緒にミ
ュージカルやってみませんか！！一緒にミ
ュージカルやってみませんか！！

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
20181/28日

出　演／第一部 「オカリナのうたごころ」
　　　　　　　オカリナ：山本奈央、ピアノ：森あつこ
　　　　第二部 「森の国スペシャルバンド」
　　　　　　　オカリナ：茨木智博（バンドリーダー）、山本奈央、前田麻希、沼畑香織、佐々木一真、
　　　　　　　ピアノ：森悠也、ベース：池尻晴乃介、ドラム：高道良平
予定曲目／恋のうぐいす、バレエ“くるみ割り人形 ”より「花のワルツ」、世界にひとつだけの花、枯葉 他

※６歳未満のお子様の入場については、主催者までお問い合せください。

3⁄24 土

2018

14：00 開演（13：30 開場）

大ホール
自由席

一   般

Ｌ会員 ￥2,700

前売 ￥3,000
当日 ￥3,500

主催／SONGBIRDS　共催／（公財）河内長野市文化振興財団
後援／（株）テレマン楽器、（有）林楽器商会、（株）プリマ楽器、三木楽器（株）

予約・問合せ／080-4023-0879（SONGBIRDS・山本）
　　　　　　  n.3plus@gmail.com
※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）

Ⓒ井村重人

カフェコンチェルト特別企画

神代修のワンポイントレッスン
公演終了後に、トランペット演奏のスキルアップを
めざす方々を対象としたワンポイントレッスンを開
講します。詳細・お申込みはラブリーホールホーム
ページ、もしくは直接お問合せください。

一  般
一般1,000円
高校生以下500円12/15金 10：00～

発売日

NEW

主催／河内長野フィルハーモニック　後援／河内長野市、河内長野市教育委員会
共催／（公財）河内長野市文化振興財団

指揮／佐々木宏、ザザ・ゴグア
曲目／１.河内長野市民歌
　　　２.スッペ「軽騎兵 序曲」
　　　３.徳備康純「OSAKA Symphonette」（委嘱作品）
　　　４.シベリウス「交響詩 フィンランディア」
　　　５.ベートーベン「交響曲第６番ヘ長調Op.68（田園）」
　　　６.アザラシヴィリ「ノクターン」（編曲委嘱作品）

指揮／佐々木宏、ザザ・ゴグア
曲目／１.河内長野市民歌
　　　２.スッペ「軽騎兵 序曲」
　　　３.徳備康純「OSAKA Symphonette」（委嘱作品）
　　　４.シベリウス「交響詩 フィンランディア」
　　　５.ベートーベン「交響曲第６番ヘ長調Op.68（田園）」
　　　６.アザラシヴィリ「ノクターン」（編曲委嘱作品）

河内長野フィルハーモニック事務局
Tel 090-3703-1950（松原）チケット販売所 ラ 主催者

河内長野フィルハーモニック河内長野フィルハーモニック
オープニング第一回定期演奏会オープニング第一回定期演奏会

（平日 10時～17時）

※演奏内容が変更になる場合がございます。

常任指揮者
佐々木宏

常任指揮者
ザザ・ゴグア

山
本
奈
央 

5
周
年
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チケット販売所 主催者ラ

待望の市民オーケストラが河内長野市に誕生！
指揮者と団員の音楽への思いが大ホールに響く！
待望の市民オーケストラが河内長野市に誕生！
指揮者と団員の音楽への思いが大ホールに響く！

チケット販売所 ラブリーホール・サービスカウンター


