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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

特　　別
電話予約

電話予約

WEB
受付

予約・購入について

エンタメticketもCheck！

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

大きな太陽がトレードマークの「さんふらわあ」。船旅気分で、充実した楽
しい一日を過ごそう。

甲板からの景色も圧巻。
いつもとは違う海からの
景色を楽しもう！

おでかけ

エンタメ&スポット情報がいっぱい
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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

「シティライフを見た」で

フェリーさんふらわあ
春休み大阪湾
ファミリークルーズ

　クイズラリーや抽選会、大分・鹿児島の観光物
産フェア、ステージを楽しみながら、大阪南港から
明石海峡、大阪湾を周遊するファミリークルーズ。
郷土芸能の踊りや太鼓の演奏もあり、3世代で
楽しめる。普段は見られない船の操舵室見学、船
長服を着ての記念撮影など、子どもが喜ぶ企画も
盛りだくさん。春休みは船上で、一味違う休日を！

3世代で楽しめるイベント満載の
春休みファミリークルーズ開催

さんふらわあ春休み
大阪湾ファミリークルーズ
日　時：4月3日（日）出港12時～入港15時30分
出入港：大阪南港ATCコスモフェリーターミナル

クルージング料金（乗船料、イベント参加料、消費税含む）

 大人3,900円→3,600円　

 小学生1,900円1,700円
 幼児1,000円→    800円
特別電話予約 06-6614-1013
　　　　　　 受付 平日10～18時 土日祝10～17時

City Life 読者限定
City Life 読者特典

「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

・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

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。

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!

 

 

第4次男女共同参画基本計画とわたしたち
の暮らしについて考える。内閣府男女共同
参画会議議員の鹿嶋敬氏の講演会。

すてっぷフェスタ記念講演会
「すべての女性が活躍する
　　　　　　新たなステージへ」

■すてっぷホール　とよなか男女共同参画推
進センターすてっぷ(指定管理者:一般財団法
人とよなか男女共同参画推進財団）エトレ豊中
5F（豊中市玉井町1-1-1-501）■無料■一時
保育有（1歳～小学3年生対象）保育料1人に
つき540円※締切2/27■申込:電話・FAX・す
てっぷホームページ・窓口・はがきにて受付（先着
100名）■予約・問:TEL06-6844-9773
FAX06-6844-9706

▶ 3/5（土） 14 時～ 16時

出演:桂米輔・桂米紫・桂雀五郎・桂米輝
米朝一門の落語が楽しめる。

米朝一門
「浜屋敷落語会」

■吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷（吹
田市南高浜町6-21）■入場料一般1,500円賛
助会員500円、正会員無料(定員50名自由
席（椅子席））※未就学児不可■問・申込:TEL
06-4860-9731または浜屋敷へ（9時～21時）

▶ 3/13（日）  14 時開演  ※開場 13時半

ホームビジットを通してあなたなりの国際交流
を楽しんでみませんか？とよなか国際交流協
力会および留学生・ホストファミリー事業の
説明。ホストファミリー経験者・留学生との懇
談、質疑応答など。

ホストファミリーボランティア
新規登録説明会

14時～16時　※受付13時半～

■とよなか国際交流センター（エトレ豊中6階）
■無料■一時保育定員10名（1歳以上の未就
学児）1人につき300円※締切3/8■定員30
名（要申込）※豊中市及びその周辺地域にお
住いの方■問・申込:（公財）とよなか国際交流
協議会TEL06-6843-4343（毎水曜休館）

▶ 3/13（日）

スーパーキッズオーケストラの入団をきっかけ
に、ヴィオラに取り憑かれ、東京で演奏と勉
強の日々。ヴィオラ男子が愛するヴィオラの
魅力をたっぷり伝える。シューマン・ラフマニノ
フなどを演奏。

500円おひるまコンサート

■吹田メイシアター中ホール（阪急吹田駅1分）
■入場料:500円■問: 吹田メイシアター中ホー
ルTEL06-6380-2221

▶ 3/17（木）

バッハなどのクラシックからピアソラ、映画音
楽まで多彩なプログラムをオーケストラの生
演奏で届ける。サックス奏者須川展也によ
る至福の演奏や、エンターテイナー青島広
志のトークもお楽しみに。

大阪交響楽団名曲セレクション

14時開演 ※開場13時半

■池田市民文化会館アゼリアホール（大阪府池
田市天神1-7-1）■入場料:前売一般3,000円
高校生以下1,500円※全席指定席（当日各
500円増）未就学児不可■購入先:池田市民文
化会館・ローソンチケット（Lコード55793）他■問
:いけだ市民文化振興財団TEL072-761-8811

▶ 3/21（振休）

育成会によるバザー、ゲーム、体験コーナー、
喫茶コーナー、ボーイスカウト活動紹介等。

「ボーイスカウト
豊中第5団・ふれあいまつり」

11時～14時※雨天決行

■谷田公園（豊中市岡町南1丁目）阪急岡町
駅より徒歩5分■問:TEL06-6853-5827担
当堅木

▶ 3/20(日）
・「幻想交響曲」より Ⅱ,Ⅴ／H.ベルリオーズ
・ジャパニーズ・グラフィティⅤ 栄光の昭和
50年代／arr.磯崎敦博
・フライ・ミ・トゥ・ザ・ムーン/B.ハワード
・ミュージカル「エリザベート」より/S.リーヴァイ他
指揮:竹本裕一・上野洋平

17時開演※開場17時半

■グリーンホール箕面市立市民会館（箕面市西
小路4-6-1）■入場料:大人800円学生500円
（前売・当日共、全自由席）■問:（公財）箕面市
メイプル文化財団TEL072-721-2123（月曜
休館）

▶ 3/27（日）

お寺でみよう！！人形劇ラリー。阪急池田駅か
ら歩いていけるお寺5か所で様々な人形劇
や工作などが行われる。

第3回池田こども花まつり

10時～16時
※開場9時45分
雨天決行

■会場:寿命寺・西光寺・託明寺・髙法寺・法園
寺（いずれも阪急宝塚線池田駅より徒歩約10
分）各寺への来場は公共交通機関で■無料
（先着500人）※要スタンプカード■問:いけだ市
民文化振興財団TEL072-761-3131

▶ 4/2（土）

地元の父母で企画した、いのちに向き合う家
族の神秘を描いたドキュメンタリー映画上映
会。全て字幕あり。

映画『ずっといっしょ』
上映会

■吹田市立男女共同参画センター（吹田市出
口町2-1)■入場料:大人1,000円（当日1,200
円)子ども（小学～高校生)500円（当日600円)
未就学児、障がい者手帳提示の方無料■保育
料100円（保険料として)両日共②は保育事前
予約要■申込:TEL080-9477-4305

▶ 4/2（土）　
　①10時～ ②14時～

▶ 4/3（日）　
　①10時～ ②14時～

有田朋央 ヴィオラリサイタル

14時開演～約1時間　※開場13時半

箕面市青少年吹奏楽団
第23回定期演奏会

※両日共②は保育有、上映2時間10分
　また4/3②は赤ちゃんといっしょに鑑賞可

（c）Gakken Pub （c）Yuji Hori

 

掲載
無料

メール play@ci ty l i fe -new.com
※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、編集部からメールにて連絡
　いたします。返信がない場合は、掲載を見送ら
　せて頂く場合があります。

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。

北摂イベントEvent


