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「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

西宮商工会議所西宮商工会議所 芦屋市商工会

商工会・商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会・商工会議所の活動を今月も紹介します！
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平成28年度　新入社員研修経済産業省　平成27年度補正
予算等施策説明会　開催！
〈説明会内容〉
1 小規模事業者持続化補助金（販路開拓支援）
補助上限額:50万円（海外展開、買物弱者対策等は100万円） 補助率2/3
2 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
　（試作・新製品開発、革新的なサービス開発等）

●一般型:補助上限額1,000万円 補助率2/3　●小規模型:補助上限額500万
円 補助率2/3　●高度生産性向上型:補助上限額3,000万円 補助率2/3
3 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業（設備投資支援）
中小企業等における高効率な省エネ設備への更新において費用の1/3を補助
4 生産性向上設備投資促進税制
質の高い設備投資をした場合に、即時償却または最大5%の税額控除が適用
できる（平成28年3月末まで）
※平成28年4月～平成29年3月末は特別償却50%（建物・構築物25%）
　または4%（建物・構築物2%）の税額控除

■日時：4月4日（月）・5日（火）　9時～17時
■会場：西宮商工会（西宮市櫨塚町2-20）　
　　　　別館2階 大会議室/別館3階 中会議室
■定員：100名程度
■対象：平成28年度新入社員（大学・大学院・専門学校・
　　　　高卒者）・第二新卒社員等
■講師
　・株式会社aim　取締役社長・代表講師　米谷 侑子氏
　・株式会社JAPAN・SIQ協会　講師　西村 望希氏
■受講料　※昼食代・テキスト代込
　・西宮地区雇用対策協議会 会員事業所・・・5,000円/名
　・西宮商工会議所 会員事業所・・・10,000円/名
　・一般事業所・・・15,000円/名
■申込方法：下記電話にてご連絡ください。
　　　　　　（専用の申込書をお送りさせていただきます）
【お問合せ・お申込み】 
西宮地区雇用対策協議会/西宮商工会議所 
新入社員研修担当　TEL.0798-33-1131（担当：大西、森川）
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〈内容〉
●補助金制度の概要と留意点　●事業計画策定に於けるポイント　
●事業計画書の具体的な作成方法　●重要項目と押さえるべき要点

■日時：3月4日（金）19時～21時
■場所：芦屋市商工会館 2F（芦屋市公光町4-28）
■定員：40名
■講師：黒野秀樹 氏（中小企業診断士）
■申込方法：下記4項目を記載の上、FAX（0797-32-4177） 
もしくは、メール（ask0110ashiyagawa@ashiya-net.or.jp）で
お申し込みください。
〈記載項目〉①件名（3月4日 事業計画策定セミナー参加希望）
②事業所名　③氏名　④連絡先（電話・FAX）

【お問合せ・お申込み】 芦屋市商工会 TEL.0797-23-2071（担当：辰巳）

■日時：3月2日（水） 13時45分～15時45分
■場所：西宮商工会館 別館2階 大会議室（西宮市櫨塚町2-20）
■定員：80名
■対象：各種補助金等の活用を検討している事業者の方
■参加方法：西宮商工会議所WEBサイトよりお申込みください

（http://www.n-cci.or.jp）
■主催：西宮商工会議所、西宮市
【お問合せ】 西宮市産業振興課　TEL.0798-35-3169（担当：金野・立花）

事業計画策定セミナー開催！
～あなたがやりたいことを人に伝わるカタチにしましょう～
国の平成27年度補正予算が成立したことに伴い、小規模事
業者向けの補助金メニュー等が今後、続 と々登場する予定で
す。普段から事業計画を策定する習慣を身につけておき、申
請する機会を逃さないよう、日頃から準備を整えておきましょう。

話題のグルメにおしゃれなカフェ、自然を活か
したワークショップなど能勢の魅力がつまった
マルシェを開催。使わなくなった大事なおもち
ゃを交換する「かえっこバザール」も開催され
る。森の中で開催されるイベントのため、スニ
ーカーでの来場がおすすめ。

妙見の森 ごこちマルシェ

10時～14時半（雨天中止）

■妙見の森（川西市黒川奥滝谷9）
■入場無料
■問：072-792-7716（平日9時～17時半）

▶ 3/31（木）

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

サウンドアーティストの藤本由紀夫、映像作家の林
勇気と音楽家の米子匡司、サウンドインスタレー
ションの原摩利彦、ミュージシャンのharuka 
nakamura、西森千明、Polar Mといった、国内外
で活躍する作家やアーティストの作品と併せ当館
コレクション作品等を展示し、視覚や聴覚といった
感覚の領域にとらわれることのない体験ができる。

art / music exhibition
美術と音楽の一日「rooms」

13時～19時

■芦屋市立美術博物館（芦屋市伊勢町12－
25）■観覧料：一般1,200円/予約1,000円/
中学生以下無料■3/4(金)まで受付■申込・問
:0797-38-5432

▶ 3/5（土）

1日限定のone day shop。入園、入学グッ
ズやバッグやポーチ、フェルト雑貨、アクセサ
リーなどハンドメイド作家による素敵な作品
がたくさん揃う。
※混雑時は入場制限あり

handmade 
one day shop vol,18

10時～15時（雨天決行）

■cafe creek（西宮市上大市2-3-19)
■入場無料■問：0798-53-4118

▶ 3/6（日）

客演指揮／今西 正和
演奏曲
アルメニアン・ダンス・パートⅠ／アルフレッド・
リード
桜花の光跡／高　昌帥（西宮市制90周年
記念西宮市吹奏楽連盟委嘱作品）

「アニー」ハイライト／編曲ヨハン・デ＝メイ
ミス・サイゴン／編曲ヨハン・デ＝メイ
風紋／保科　洋
オペラ座の怪人／編曲ヨハン・デ＝メイ
2016年度吹奏楽コンクールより　　　他
※曲目が変更する場合あり

西宮市吹奏楽団
スプリングコンサート

■アミティホール（西宮市六湛寺町10-11）
■入場料：500円/高校生以下300円
■問：西宮市文化振興財団0798-33-3111

▶ 3/6（日）

歌姫トスカの誇り高い魂と恋の運命を描く。
「歌に生き、恋に生き」ほか、名曲の数々で綴
るプッチーニの傑作オペラ。

第30回伊丹市民オペラ定期公演
「トスカ」

14時開演

■いたみホール 大ホール（伊丹市宮ノ前1丁目
1番3号）■入場料：S席5,500円、A席5,000
円、B席4,000円（当日各500円増、全席指定）
※S席完売■問：伊丹アイフォニックホールTEL 
072-780-2110

▶ 3/27（日）
ボトルに自由に絵を描き、コーティング仕上げ
して世界に一つだけのオリジナルボトルがつ
くれる。（「スイスデザイン展」イベント・要入館
料）

オリジナルSIGGボトルを
つくろう

各日とも13時～14時　15時～16時

■西宮市大谷記念美術館（西宮市中浜町４
-38）■参加費：2,500円（ボトル代、材料費込
み）■定員：各回20名　要申込（3/1 9時から
受付 先着順）■問：0798-33-0164

▶ 4/10、5/1（日）

「日本と世界の食文化～美味しさを求めて
旅に出よう」をテーマに学会の識者や調理、
食の実務から学ぶ講座の最終回。
「あまから手帖」編集顧問でフードコラムニス
トの門上武司氏を迎えて「食を通じて世界を
眺める」というテーマで講演する。
申込不要。

平成27年度芦屋川カレッジ大学院
公開講座part.3
食を通じて世界を眺める

10時45分～12時15分
（開場は10時15分から）

■芦屋ルナ・ホール（芦屋市業平町８-２４）
■受講料：400円■問：0797-35-0700

▶ 3/28（月）

“とぶ”・・・飛ぶ、跳ぶ、翔ぶ・・・地から空へ、こ
こよりも上に、現在から未来へ・・・“空をとぶ”
という高まる気持ちを、ジュエリーに限らず、
幅広いジャンルで活躍中の作家たちが表現
した作品を展示。伊丹から飛び立つ多彩な
発想の作品をぜひ。
関連企画
3/5（土）　14：00～　ギャラリートーク
作家本人による作品解説
3/6（日）　14：00～　音楽ライブ
演奏：circe

「空とぶジュエリー」展

月曜休館 会期中：7、14、22（火）休館
10時～18時（入館は17時半まで）

■伊丹市立工芸センター（伊丹市宮ノ前
2-5-28）■入場無料
■問：TEL072-772-5557

▶ 3/5(土)～3/27(日)

14時開演（13時半開場）

阪神イベントEvent

「望郷のバラード」で有名な天満敦子。東日
本大震災後は東北各地で演奏を続け、被災
した人々への想いを込めてCD「旅人の歌」
を発売。その情念あふれる気迫迫る演奏・ス
トラディバリウスの音色。関西では久しぶりの
コンサート、この機会に是非。

天満敦子　
ヴァイオリンコンサート

14時開演（13時半開場）

■芦屋ルナホール（芦屋市業平町８番２４号）
■入場料：前売り3,500円/当日4,000円
■問：西宮友の会TEL・FAX0798-46-3022
チケットぴあ（Pコード：278-097）

▶ 3/5（土）

昨年度公演「カルメン」より


