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プラレール博 in OSAKA
～みんなのまちへプラレールが大集合！！～
プラレール好きのキッズ集まれ～!! お正月はコレで決まり!

開催日時 ： 2016年1月1日（金・祝）～1月4日（月）
　　　　　　　　  9日（土）～11日（月・祝）
時間 ： 10時～16時半（最終入場は16時）   7日間
料金 ： 前売券　大人（中学生以上）   700円
 子ども（3歳～小学生）500円
　　   当日券　大人（中学生以上）   900円
 子ども（3歳～小学生）700円
 ※2歳以下は入場無料
 ※前売券は各種プレイガイドで発売中

料金には入場記念品【超電導リニアＬ0系中間車】または
【プラレール博コンテナ 中間車】を含む。（有料入場者のみ / 
無料入場の方を除く）※入場記念品は生産上の都合等により、
直前に変更になる場合がございます。※レールは付いていません。

会場 ： ATCホール（大阪南港）大阪市住之江区南港北2-1-10

音 楽 アート イベント スポーツ演 劇

●オペレーターが対応します。受付時間内にお電話
ください。

●自動音声ガイダンスに従って、専用コード、公演日、
枚数などを入力。

●予約の際は、必ず「発信者番号通知」を。（公衆電
話や非通知の場合は予約ができません）

●プッシュトーンのでるお電話からおかけください

●ＱＲコードもしくはＵＲＬ入力で専用フォームより購入可能
●チケットを購入するための会員登録は無料

http://t icket.cityl i fe-new.com/

City Life 読者限定

特　　別
電話予約

電話予約

WEB
受付

予約・購入について

　大人気のプラレール博が、新年早々に大阪・南港で開催される。みんなの大好
きな新幹線、特急列車、キャラクターのプラレールが大集合！ Ｅ７系北陸新幹線
かがやきから景色をながめたり、あの超電導リニアL0系も登場だ！ 人気のアトラク
ションゾーンでは大きなプラレールに乗ったり、ゲームに参加してプラレールをゲッ
トしちゃおう！ プラレールマーケットではイベントでしか買えない商品など盛りだく
さん。一日中親子で楽しめるよ！ さあ、思いっきり遊ぼう！！

新着情報はコチラ

編集部 まっつー

このプラレール博なら
お子さんやお孫さんの
とびっきりの笑顔が
見られるはず!! 家族揃って
楽しい時間を過ごそう。

プラレールやトミカのイベント記念商品
をはじめ、人気の商品がいっぱい！

この記事持参で
当日券　大人（中学生以上）　     900円→800円
 子ども（3歳～小学生）　 700円→600円
※2歳以下は入場無料

人数をご記入いただき、当日券売り場までお持ちください。

大人　　　　　枚　　　子ども　　　　　枚

乗ろうよ！
大きな
プラレール
（プレイ
チケット要）

みんなで
コンテナに荷物を
つんでみよう！

つりざおを使って、欲しい
プラレールをつりあげよう！
（プレイチケット要）

対象公演  2/29（月）18時半　3/1（火）18時半　3/2（水）18時半　3/3（木）18時半

City Life 読者限定

　遊女・小春、治兵衛、その妻・おさんの三角関係を見事に描いた近松門左衛門の代表作「心中天網島」をベースに、”究極の愛”を
描いた『ETERNALCHIKAMATSU』。
　『日陰者に照る月』でウエストエンド演劇賞を受賞、その後、様 な々作品でトニー賞を受賞・ノミネートし続け、世界の演劇界に衝撃を
与え続けているデヴィッド・ルヴォー演出。ほんのちょっと、15分だけの恋のはずだった。風俗店に通い詰めるダメ男・ジロウ（中村七之
助）は、売春婦・ハル（深津絵里）に惚れ込み、命懸けの恋に落ちる。恋に溺れるジロウに突如態度を変えるハル。真意を隠し街をさま
ようハルは、江戸時代、遊女の涙で溢れたという蜆川（曽根崎川）のあった場所で、同じ魂を持つ江戸の遊女小春（中村七之助２役）
と出会う。時代を超え同じ男を愛するハルと小春だが、二人は違う人生を選び取る。初共演となる二人が濃密な愛の世界を見せる。

作 谷賢一　　演出 デヴィッド・ルヴォー
出演 深津絵里/中村七之助/伊藤歩/中島歩/入
野自由/矢崎広/澤村國久/山岡弘征/朝山知彦/
宮菜穂子/森川由樹/中嶋しゅう /音尾琢真/他

深津絵里×中村七之助 がダブル主演で挑む究極の愛！ 日時： 2/29（月）～3/6（日）
料金： 全席指定 11,500円
場所： 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ　
　　  大阪市北区茶屋町19-1 
　　  阪急電車｢梅田駅｣茶屋町口より徒歩3分
※未就学児童は入場不可。

金 　 　 額 「全席指定／カフェチケット付」11,500円　　受付期間   12/21（月）10時～1/7（木）23時59分
特別電話予約 0570-02-9999　  専用Pコード  599-480 WEB受付 http://w.pia.jp/p/eternal-cl/

ETERNAL CHIKAMATSU
～近松門左衛門「心中天網島」より～

（エターナルチカマツ）
しんじゅうてんのあみじま

〈受付フォーム〉

©石黒幸誠 grEm

ＪＲ東海承認済

ＪＲ東海承認済
ＪＲ西日本商品化許諾済

ＪＲ貨物承認済

※画像はイメージです。

東京モノレール株式会社許諾商品
イベント記念商品
東京モノレール10000形セット

© TOMY　　「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

ＪＲ東日本商品化許諾済

©内池秀人(エクラン)

野田弘志(1936～)の画業を初期から近年
までの代表作70数点によって紹介。関西の
公立美術館では、初めての回顧展となる。

野田弘志展

10時～17時
※金曜日は18時まで(入館は閉館30分前まで)
月曜休館(1/11は開館)　
12/28～1/4、1/12休館

■神戸市立小磯記念美術館（神戸市東灘区
向洋町中５丁目７）■入館料：一般800円 高大
生600円 小中生400円■問：078-857-5880

▶ 開催中～1/31（日）

〝神戸の街〟に縁を持ち、この地を愛した美
術家たちや、現在も意慾的に制作活動をさ
れている方々の作品に焦点を当てご紹介。
「エコール・ド・パリの画家たち」同時開催。

新収蔵品を核に
神戸で奏でる色と形のドラマ

10時～18時(入館は17時半まで)
月曜休館(祝日の場合は翌火曜)、
12/24(木)～1/4(月)休館

作家名：上前智祐　
作品名：〈作品〉
制作年：2003年 野田弘志《ＴＨＥ ３》　1998年　蘭島閣美術館蔵

■BBプラザ美術館
(神戸市灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ2F)
■入場料：一般300円/大学生以下無料、65
歳以下の方半額■問：TEL078-802-9286

▶ 開催中～3/6（日）

本物の氷を使用したアイススケートリンクが
モザイク海側の高浜岸壁に登場！親子で、カ
ップルで、友達同士で、神戸の絶景を眺めな
がらアイススケートが楽しめる。

umieアイススケートリンク

平日14時～20時　土日祝日11時～20時
＊1/1(元旦)～1/11(月・祝)は11時～20時
＊雨天中止

■神戸ハーバーランドumieモザイク海側の高浜
岸壁■料金など詳細はumieHPに記載

▶ 開催中～2/28（日）

ストリートダンスの動きをベースにした初心者
向けダンスレッスンです。ダンス初心者対象
なので初めての方も安心してご参加いただ
けます。ストレスも運動不足も解消して、明日
からの仕事の効率をアップしよう！

はじめてダンス

■神戸ハーバーランドスペースシアター（神戸市
中央区東川崎町１丁目）■入場無料■問：
TEL06-6809-4161

▶ 1/5・19（火）

週末の朝、館員が博物館を分かりやすく紹
介する展示案内プログラム。少人数で質問
もしやすく、見るだけではわからない見どころ
なども紹介。お土産付。（コーヒーの苗木か、
博物館オリジナルアロマリッチアソート/一杯
抽出コーヒーのどちらか）

モーニングツアー

10時半～11時半(10時～受付開始)

■UCCコーヒー博物館（神戸市中央区港島中町６
丁目６－２）■参加費：500円（税込、お土産付）入館
料（300円）別途必要■参加人数：15名（要予約）
■問、予約：予約はhttp://www.ucc.co.jp/museum/
または、078-302-8880まで

▶ 1/30（土）

日本最大級の温室が2万株のランでいっぱい
に高さ20mの空間を活かし、ランで飾られた空
中を飛ぶオブジェなど豪華で大胆な展示と、
鏡や光の演出など、形、色、香りといった特徴
を五感で体感。

淡路夢舞台ラン展2016
ー光とランで彩るワンダーランドー

10時～18時　会期中無休

■兵庫県立淡路夢舞台温室　「奇跡の星の
植物館」■入館料：大人1,500円/高校生、65
歳以上750円/中学生以下無料
■TEL0799-74-1200

▶ 1/23（土）～3/6（日）

杉本篤彦は、自身が生み出した唯一無比の
オリジナル指奏法「ツー・フィンガー・ストロー
ク」によって、驚異的なテクニック、日本人離
れした強力なグルーヴ感、歌い上げるフレー
ズ、パワフルでナチュラルなギターサウンド
は、現代最高峰のギタリストの一人として高
い評価を受けている。

杉本篤彦バレンタインコンサート
with　SPECIAL BAND

■神戸ジーベックホール（神戸市中央区港島中
町７丁目２-１ TOA・PIビル）■予約4,500円 
当日5,500円■問：Music House Wakasugi
（専用電話 090-5250-0663）

OPEN:19時　START:19時半
▶ 2/12（金）

「エクステ」の第二回公演が決定！昨年の『二
十世紀少年少女唱歌集』に続き、再び鄭義
信さんの『人魚伝説』に挑む。

エクステ＃2「人魚伝説」

■神戸アートビレッジセンターKAVCホール■料
金：一般・学生/2,000円　ペアチケット/3,600
円(前売のみ)　＊日時指定・整理番号付き自由
席＊小学生以下入場不可■問、申込：ＴＥＬ
078-512-5500  http://kavc.or.jp/play/in-
dex.html

15時～/19時～▶ 1/30（土）

＊受付は開演の45分前、開場は30分前
12時～/16時～▶ 1/31（日）

落語家人生45年を超え、なお進化を続ける
桂文珍。生涯をかけた“ネバーエンディング”
な全国ツアーにて、今年度もこくさいホール
での独演会を開催。広く深く落語の魅力を
楽しませてくれる、抱腹絶倒必至の文珍落
語の世界をお見逃しなく！

桂文珍 独演会
JAPAN TOUR ～一期一笑～

14時開演（開場は30分前）

■神戸国際会館こくさいホール(JR三ノ宮駅より
徒歩5分)■入場料：4,500円※全席指定※未
就学児童入場不可※落語上演中はお席へご案
内できない場合がございます■問:神戸国際会館
プレイガイドTEL078-230-3300（10時～18時）

▶ 2/11（木祝）

18時半～19時半

掲載
無料

メール play@ci ty l i fe -new.com
FAX 06-6368-3505
※応募・掲載希望月の前月8日まで
　（以降も受付の場合あり）
※掲載の場合のみ、編集部から連絡いたします。

あなたの街の情報を
お待ちしております！

コンサート

ミュージアム

ギャラリー 催し

講座・講演

P
〒・住所・氏名・年齢・TEL・ご希望のプレゼント
名を明記し、ご応募ください。（締切りは各記事
でご確認ください）

〒566-0001　摂津市千里丘1-13-23
シティライフ「北摂イベント」各係

プレゼントのご応募は
ハガキでお願いします。

神戸イベント

招待券プレゼント ペア5組
（応募締切1月26日必着）


