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対象公演  5月1日（日）開場 開演 15時

ウラディーミル＆ヴォフカ
アシュケナージ　
ピアノ・デュオ

　世界中のファンを魅了してやまない伝説の美音
が再び帰ってくる！音楽的な感性と呼吸が自然に溶
け合い、暖かな歓びにあふれる演奏。今回は、息子
ヴォフカとの２枚のCDからグリンカ、ラヴェル、そして
意外な名曲「モルダウ」、さらにアンドレ・プレヴィンと
究極の名盤を残しているアシュケナージ十八番ラフ
マニノフの大作「交響的舞曲」。二人のアシュケナ
ージがオーケストラを凌駕するダイナミックで多彩な
響きをお届けします。巨匠アシュケナージのピアノ演
奏に触れる貴重な機会を是非お聴き逃しなく！

グリンカ（幻想的ワルツ ロ短調）／
スメタナ（モルダウ）／
ラヴェル（スペイン狂詩曲）／
ラフマニノフ（交響的舞曲 op.45）

巨匠アシュケナージ、
至宝のピアニズムを再び

日時： 5月1日（日）開演 15時
料金： S席     9,000円
　　 A席     7,000円
　　 B席     5,000円
　　 BOX  11,000円
　　 バルコニーBOX  18,000円（2席セット）
場所： フェスティバルホール（大阪・中之島）
大阪市北区中之島2-3-18　
JR大阪駅より地下鉄四ツ橋線「肥後橋」下車
※未就学児童は入場不可

 S席9,000円→8,500円
受 付 期 間 2/26（金）10時～3/13（日）23時59分
電 話 予 約 0570-02-9999
専 用コード 599-038
W E B 受 付 
http://w.pia.jp/p/vladimir-vovka-cl/

演奏曲目

City Life 読者限定マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展

印象派の巨匠クロード・モネ。同展では、
世界でも有数のモネ作品を所蔵する、
マルモッタン・モネ美術館のコレクション
から約90点を紹介する。「印象派」の
呼称の由来となった傑作《印象、日の
出》は必見。会期中に展示替えあり。

「印象、日の出」から「睡蓮」まで

主　催：実行委員会Cocokara

第18回 
高槻手作り市Cocokara

　第18回の開催は、高槻・富田にある「三輪神社」
にて。個性あふれる作家さんや職人さんの手作り品
が集まり、自家製の焼菓子などおいしいフードブース
もたくさん揃っているので一日中ゆっくりと楽しめる。
“大好きな高槻の街を盛り上げよう！”という主催者の
気持ちが伝わってくるようなほっこり温まる地域イベ
ントだ。入場は無料。近隣に駐輪場・駐車場が無い
ため、なるべく徒歩でのご来場を。

高槻市の神社で、春秋の年2回開催中している手作り市
個性あふれる作家さんの作品などが大集合！

3/13（日）開場 
10時～16時 ※小雨決行
入場無料　
場所：三輪神社
　　　（高槻市富田町4-14-14）　
ブログ 
http://ameblo.jp/cocokara-go/
facebook 
https://www.facebook.com/cocokara.go

3/1（火）～5/8（日） 
9時～17時（入館は閉館の30分前まで）
3/18（金）～20（日）、5/3（火祝）～8（日）は19時まで開館
場所 ： 京都市美術館（京都市左京区岡崎公園内）
観覧料 ： 一般1,600円、高大生1,100円、小中生600円
問：050-5542-8600

　　　　090-4282-6529（担当：西田）
メール：akutagawajuku@gmail.com
後　援：高槻市 高槻市社会福祉協議会

JR摂津
富田

富田
小学校

摂津信用金庫

JAたかつき

筒井池公園 富田支所

図書館

至河原
町至大阪

阪急富
田

至梅田

クロード・モネ《印象、日の出》1872年
Musēe Marmottan Monet,Paris
©Christian Baraja
※期間限定展示 （3/1（火）～21（月・休））

※月曜休館、但し3/21は開館

「フジコ・ヘミング ピアノコンサート」
魂を奏でるピアニスト、イングリッド・フジコ・ヘミング
マキシム・ヴェンゲーロフを迎えて夢のコンサートが実現

公演期間 ： 5/12（木）
時間 ： 開場 17時45分/開演 18時半
料金 ： S席 10,000円　A席  9,000円　B席 8,000円
会場 ： 岸和田市立浪切ホール大ホール
　　　（大阪府岸和田市港緑町1-1 南海本線「岸和田」駅から徒歩約10分）
※未就学児童は入場不可

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

・イングリット・フジコ・ヘミング
 リスト／ラ・カンパネラ、ショパン／夜想曲、変ホ長調作品9-2、
 ラフマニノフ／13の前奏曲　作品32より　第5番　ト長調
・マキシム・ヴェンゲーロフ
 バッハ／シャコンヌ （無伴奏ヴァイオリン・パルティ―タ 第2番より）
 イザイ／無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 「バラード」
・フジコ・ヘミング&マキシム・ヴェンゲーロフ
 ヴィエニャフスキ／レジェンド 作品17、クライスラー／愛の挨拶 他
※演奏曲目は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

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

演奏曲目

　若き日、ヨーロッパで「リストとショパンを弾くために生まれて来た」と評され
たフジコ・へミング。28歳でドイツへ留学しベルリン音楽学校を卒業後、長年
にわたりヨーロッパで演奏家として活躍。しかし世界デビュー直前に聴力を失
うアクシデントに見舞われる。ストックホルムで耳の治療を続けながら音楽学
校の教師の資格を得、以後はピアノ教師をしながら、欧州各地でコンサート
活動を続ける。その深い音色は聴く者をとても美しい世界へといざなってくれ
る。今回は天才ヴァイオリニスト、ヴェンゲーロフとのデュオもあり、フジコ・へミ
ングをたっぷりと堪能できるコンサートになっている。
心から感動できる素晴らしいひとときを体感してみて。

エンタメticketもCheck！

http://t icket.cityl i fe-new.com/
新着情報はコチラ

対象公演  5/12（木）　18時半

 「S席」 10,000円→9,500円
 「A席」 9,000円→8,500円
 「B席」  8,000円→7,500円
受付期間 2/26（金）～3/27（日）

電話予約 072-439-4915 
　　　　  受付　10時～21時
 「シティライフを見たとお伝えください」

編集部 まっつー

一生に一度は絶対
生で聴きたいピアニスト。
彼女が奏でるリストの
「ラ・カンパネラ」に感動!

おでかけ

生涯学習センターの附属施設として、絵画や
写真、書などの個展やグループ展を開催。日
本画展では、花々の作品を中心に展示する。

花に寄せて（日本画展）

■高槻市立展示館けやき
（高槻市城北町2-1-18ミング・阪急高槻2階）
■問：TEL072-674-7700

辻由起子さん（茨木市市政顧問）を招いて
の講演会。スマホやゲーム、塾や習い事など
近年子どもたちを取り巻く環境は劇的に変
化している。子どもの人権を守るために大人
たちができることについて考える。

摂津市人権協会
ヒューマンセミナー

■いきいきプラザ3階（摂津市香露園32-16）
■手話通訳あり■一時預かり（1歳半～就学前
児）希望の方は、3/4（金）までに先着順で要予
約。■問：TEL06-6383-1324

▶ 3/11（金） 13 時～ 15時 開場 12時半 ▶ 3/4（金）～3/9（水） 
10時～19時　※最終日は17時まで　木曜休館静岡県浜松市から、リコーダーアンサンブル

を迎えてのコンサート。誰もが一度は経験し
た楽器リコーダー。礼拝堂で、おだやかな音
色にゆったりとした時間を楽しもう。

積志リコーダー
アンサンブルコンサート

■高槻カトリック教会（高槻市野見町2-26）
■入場料：大人1,200円、小学生～高校500円（未
就学児は入場不可）■問：三島子ども文化ステー
ションTEL072-685-2224

▶ 3/12（土） 14 時開演

川端いづみ（ソプラノ・おはなし）、芦田 正子
（フルート）、人見 玲子（ピアノ）、下村葉（ピ
アノ）で送る、見て、聴いて、感じる0歳からの
コンサート。

おはなし音楽会
～地球のなかま～

■茨木市福祉文化会館 文化ホール（茨木市駅
前4-7-55）■入場料：大人1,000円、3歳～小
学生50 0円、3歳未満無料■予約・問：
TEL072-625-3055(公財)茨木市文化振興
財団、050-3735-8525茨木市音楽芸術協会

▶ 3/19（土） 14 時～ 15時 開場 13時半

モーツァルト　ディヴェルティメントニ長調
モーツァルト　アヴェヴェルムコルプス
モーツァルト　ミサ変ロ長調より
｢ヴォイストレーナー」　中村勢津子の世界
なかにしあかね作詩･作曲　
混声合唱とピアノのための組曲｢旅立ち｣

コーロ・ポエニクス　ファーストコンサート
新たな旅立ち
～大フィルのメンバー達とモーツァルトを歌う～

■高槻現代劇場レセプションルーム（文化ホール3
階）■入場料：当日2,000円、前売1,500円（5歳
以下は入場不可）■問：TEL080-5635-0629

▶ 3/21（月） 
15 時開演　
14時半開場

2011年にメジャーデビューした奥村兄弟。ア
コースティックながらスケールの大きいライブ
パフォーマンスを披露。お子様連れ、ベビーカ
ー、車いすでの来店も大歓迎。

Cafe Be ミュージックデイ

①11時～12時　②13時半～14時半 （入替制）

■Cafe Be（高槻市郡家本町5-2ぷれいすBe内）
■料金:500円（1ドリンク付）■問：TEL072-681-4700

▶ 3/19（土）春休みの1日に、小学生がめいっぱい楽しめ
るイベントを実施。マジックショー、カプラ、ク
ラフト体験、バルーンアート体験などが無料
で楽しめる。

子どもイベント
「とりぷるゆーすせんたーのえきまえこどもひろば」

■クロスパル高槻（総合市民交流センター）6階
■対象：市内小学生（但し、3年生以下の子ども
たちは保護者同伴で参加可）■参加費：無料■
定員：一部体験コーナーに定員あり■問：
TEL072-685-3724青少年センター

▶ 3/25（金） 10 時～ 15時
吹奏楽部の1年間の練習の総まとめともな
る演奏会。お誘いあわせのうえ、気軽に足を
運んで。
「フィンガー5コレクション」
「ディープパープルメドレー」
「OLYMPICA」他

第38回アプリコットコンサート
（三島高校吹奏楽部演奏会）

■高槻現代劇場中ホール（阪急高槻市駅下車徒
歩7分）■入場料：無料■問：072-682-5884
（吹奏楽部顧問・鈴木）

▶ 3/31（木） 開場 17時半 開演 18時新会館開設1周年を記念し、大和ハウス工
業㈱／代表取締役会長兼CEO 樋口武男
氏を招き、経済講演会を開催。演題は「先の
先を読む経営 創業者石橋信夫に学ぶ」。

茨木商工会議所 
新会館開設1周年記念 経済講演会

■立命館いばらきフューチャープラザ2階グラン
ドホール■定員：900名■入場料：無料（入場整
理券が1名に1枚必要）■申込：住所・氏名・電
話・人数を明記しハガキ・FAX・HP専用フォーム
のいずれかで3/25（金）までに申込。■問：茨木
商工会議所（茨木市岩倉町 2 - 1 5 0 ）
TEL072-622-6631／FAX072-622-6632

▶ 4/18（月） 16 時～ 17時半 開場 15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

北摂イベントEvent




