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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
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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
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酒蔵のまち“御影”
ほろ酔い散策ツアー

K
O
B
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今回は、日本一の酒どころ灘五郷の「御影郷」を訪れます。
この機会にぜひご参加下さい。
【訪問先】 ① 甲南漬本舗（かまど炊きのご飯でいただく

　 粕汁定食と高級奈良漬）【ご昼食＆お土産】
② 佃真（北海道道南産天然真昆布を使用した
　 老舗高級昆布店）【ご試食＆お土産】
③ 神戸酒心館（ノーベル賞授賞式の公式行事にも
　 提供された「福寿」のご見学）【ご試飲】
④ いづよね（五つ星お米マイスターが経営する
　 業歴127年の老舗米穀店）【お土産】
※ご昼食会場はお座敷となります。

■日時：3/10（木） 12時15分～15時半頃（雨天決行）
　※12時15分に阪神「新在家」改札前　集合・スタート
■定員：10名　※お申込みが定員を超えた時は、

3月1日（火）に抽選の上決定します。
■参加費：2,500円（税込）　※当日頂戴致します。
　※参加確定後キャンセルはご遠慮下さい。
【お申込み・お問合せ】 神戸商工会議所　東神戸支部

TEL.078-843-2121（受付時間/月～金　
9時～17時15分）

危機管理&BCPの専門誌の編集長に学ぶ
これからどうする？BCP
～BCPの実態と中小企業における備えのあり方～
台風や地震、津波など、様 な々種類の自然災害の発生により、企
業活動が停止してしまうリスクが近年高まっています。こうした災害
時を予め想定し、事業活動を再開・継続するための事業継続計画
（BCP）策定の重要性など「備えのあり方」が学べる内容です。

■日時：3月18日（金） 14時～16時
■場所：神戸商工会議所　3階会議室

（神戸市中央区港島中町6-1　※ポートライナー
「市民広場」駅より北へ徒歩5分）

■講師：株式会社新建新聞社 取締役　
リスク対策.com 編集長　中澤　幸介 氏

■参加費：無料　　
■定員：50名（先着順）
■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）
【お問合せ先】 神戸商工会議所 中小企業振興部

TEL.078-303-5810（担当：藤田）

今後の日本経済の展望と企業経営
～2016年度の経済の行方を占う～
現在、日本経済における景気は回復傾向に向かっていると言わ
れておりますが、中小企業にはまだまだ実感が伴っていないのが
現状です。今回は、日本経済新聞社で論説副委員長をされてい
る実氏をお招きし、2016年度の日本経済の展望などについて
ご講演いただきます。

■日時：3月11日（金） 14時～15時半
■場所：アリストンホテル神戸5階「カスティーリア」

（神戸市中央区港島中町6-1　※ポートライナー
「市民広場駅」下車、北へ徒歩約5分）

■対象：経営者、経営幹部、後継者等
■講師：株式会社日本経済新聞社 論説副委員長　実　哲也 氏
■定員：150名（先着順）
■参加費：無料　※ただし、交流会（参加者による軽食

付き名刺交換会：15時40分～16時半頃）参加
の場合1,000円必要（当日受付で頂戴します）

■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）

【お問合せ先】 神戸商工会議所 中小企業振興部
TEL.078-303-5810（担当：藤田）

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？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

長着（ソメコギン） 
青森県中津軽郡 
田中忠三郎コレクション
（国指定重要有形民俗文化財） 本展の見どころは、作品が収集家の猫への

愛情に満ちた審美眼で集められているとこ
ろにある。どの作品からも、芸術家たちと猫
との暮らし、共存共生の日常が浮かび、それ
と同時に芸術家たちの個性と、なんとか猫
の魅力的な一瞬をとらえたいという表現上
の実験が読み取れる。

招き猫亭コレクション
猫まみれ展

10時～18時(入館は17時半まで)水曜休館

■入場料：一般800円/高大生600円/小中生
400円■神戸ゆかりの美術館（神戸市東灘区
向洋町中２丁目９-１）■TEL078-858-1520

▶ 開催中～3/27（日）

当館で収蔵する小磯良平の油彩作品32点
を展示。また、同時開催の「特集：かたちの研
究」及び「コレクション企画展示」では１０５
点の作品を展示。

小磯良平作品選IV

10時～17時(入館は閉館の30分前まで)
月曜休館(3/21は開館)、3/22(火)

■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)■入場料：一般200円/高大
生150円/小中学生100円
■問：TEL078-857-5880

▶ 開催中～4/3（日）

本展では、青森の民俗学者・田中忠三郎が
生涯をかけて研究調査を重ね収集を行った
古民具等2万点の中から、国の重要有形民
俗文化財である東北の野良着ータツケ、マ
エダレ、長着などに見られる襤褸やこぎん刺
し、菱刺しの魅力を約100点紹介する。

野良着と現代ファッション
BOROの美学

水曜休館（4/6は開館）、4/4(月)　

■神戸ファッション美術館（神戸市東灘区向洋
町中２-９-１）■入場料：一般500円/小中高、
65歳以上250円■問：TEL078-858-0050

▶ 開催中～4/10（日）

歌やダンスを披露。皆様の熱い応援をお待
ちしております！
※岸壁イベントは観覧無料（雨天中止）
主催：神戸船の旅　コンチェルト

ひな祭り岸壁イベント

■ハーバーランド内モザイク前・高浜岸壁（コン
チェルト乗船口付近）

▶ 3/3(木)　

抜群の歌唱力、表現力、気さくなパーソナリ
ティで不動の支持を誇る岩崎宏美がデビュ
ー40周年を迎えたコンサートツアーを開催。

岩崎宏美　
40周年感謝祭　光の軌跡

16時半～(開演は60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：全席指定6,500円(税込)
■問:神戸国際会館プレイガイド
TEL078-230-3300(10時～18時）

▶ 3/20（日・祝） どら焼き屋を舞台に、元ハンセン病患者の老
女が尊厳を失わず生きようとする姿を丁寧に
紡ぐ人間ドラマとして話題になった作品。樹木
希林が演じるおいしい粒あんを作る謎多き女
性と、どら焼き店の訳あり店主や店を訪れる女
子中学生の人間模様が描かれる。

映画上映会「あん」

①10時10分～ ②13時～ ③15時40分～

■神戸文化ホール 1階・中ホール（神戸市中央
区楠町４-２-２）■入場料：一般・中学生以上
1,000円/小学生500円
■問：TEL078-331-6100

▶ 3/9（水）

創作音楽芝居。近松門左衛門の名作「曽
根崎心中」を「蝶々夫人」をはじめ、プッチー
ニの美しく叙情的な音楽で綴る。

「恋の名残　
　新説.曽根崎心中」

14時半開場、15時講演（約1時間半）

■神戸酒心館(神戸市東灘区御影塚町
1-8-17)■入場料：前売り3,000円/当日3,500
円■問：夙川座TEL0798-55-8297

▶ 4/10（日）
ハーバーランドのメインストリート“神戸ガス燈
通り”に手作りのお店がずらりと集合。作家に
よるこだわりの手作り作品がテントいっぱい
に。神戸でおなじみのラジオ局による「マーケ
ットライブ」を同時開催。明るい歌声に耳をか
たむけながらお気に入りの一点を見つけよう。

ハーバーマーケット

11時～17時　※雨天・荒天中止

■ハーバーランド神戸ガス燈通り■入場無料
■問：神戸ハーバーランド総合インフォメーション
TEL078-360-3639（10時～19時）

▶ 3/6（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は、初心者対象なので初
めての方も安心して参加できる。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

18時半～19時半

■神戸ハーバーランドスペースシアター■入場
無料■問：公益社団法人日本ストリートダンスス
タジオ協会TEL06-6809-4161

▶ 3/ 1（火）・3/15（火）

神戸クルーザーコンチェルト

11時半～

小磯良平《森》1965～74年

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

神戸イベント


