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「ディズニー・オン・クラシック」
  春の音楽祭 2016

「東京ディズニーシー（R）15周年テーマソング 
「When Your Heart Makes a Wish」、
『ピノキオ』、「ディズニー・ハピネス・コレクション」、『ヘラクレス』、
『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命（いのち）の泉』
プログラム【A】『ライオン・キング』 ほか、シークレット・プログラム
シークレット・プログラム:何を演奏するかは当日までのお楽しみ♪

公演期間 ： 5月13日（金）～15日（日）全4公演
時間 ： 14時（14日）/15時（15日）/19時（13日・14日）
料金 ： S席 8,700円　A席 7,000円 （全席指定・税込） 
会場 ： 神戸国際会館こくさいホール
　　　神戸市中央区御幸通8-1-6 各線「三宮駅」下車
※未就学児童は入場不可

●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

指揮：ブラッド・ケリー　
管弦楽：ＴＨＥ ORCHESTRA JAPAN
ヴォーカル：ディズニー・オン・クラシックスターズ

●コンビニの端末で直接購入してください。コンビニ
販売

　ディズニー・アニメーションや映画には、名曲がいっぱい。観る者の心をとらえ、
愛され続けている曲をセレクトしてお贈りする大人気の“春のフェスティバル”が
関西初登場!壮大なクラシック演奏を聴かせてくれるザ・オーケストラ・ジャパンを
指揮するのはブラッド・ケリー。『ピノキオ』の「組曲:星に願いを」、『ヘラクレス』の
「ゴー・ザ・ディスタンス」などのアニメーションのナンバーから、映画『パイレーツ・
オブ・カリビアン』他、多彩なプログラムを、ディズニー・オン・クラシックの歴代のス
テージで活躍したヴォーカリスト達をフィーチャーし、フル
オーケストラの演奏によるガラコンサート形式で届けて
くれる。ディズニーの世界にたっぷりと浸れるひとときを!!

新着情報はコチラ

対象公演  5/13（金）19時開演
受付期間 3/29（火）10時～4/10（日）23時
Lコード 53885
ローソン・ミニストップ店頭Loppiにて直接販売
制限枚数：お一人様6枚まで　
お客様手数料：0円
※コンビニ店舗での販売のみとなります
公演に関するお問合せ:
神戸国際会館 078-231-8162

                 （10時～18時）

購入方法はコチラ
http://l-tike.com/guide/loppi.html

編集部 まっつー

ディズニーが大好きな人
にとっては、幸せなひととき
を過ごせるはず。素晴らしい
ヴォーカルも聴きどころ!!

夢・勇気・希望・冒険・友情・・・など、
ウォルトディズニー作品の根底にある、
大切なメッセージを伝える名曲を

S席：8,700円→8,000円

©Disney ©Disney/Pixar

※ステージ写真は過去の公演です

音 楽 アート イベント スポーツ演 劇 おでかけ

エンタメ&スポット情報がいっぱい
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各地に残る歴史的建造物や活気あふれるお
祭りを中心に作画した切り絵38点を展示。

藤原公夫
紙で描く夢切り絵展

10時～19時
※最終日は17時まで　水曜休館

■茨木市立ギャラリー（阪急茨木市駅ロサヴィア
2階）■入場料：無料■問：TEL072-635-3502
（藤原）、072-621-1850（ギャラリー）

▶ 3/31（木）～4/5（火）

アマチュア人形劇団等6体による公演。人形
劇の他に、あかちゃんコーナー、つくってあそぼ
コーナー、おはなしコーナーなどが楽しめる。

第19回　
高槻アマチュア人形劇まつり

■城内公民館（高槻市城内町1-1）
■参加協力券：300円（3歳以上）
■問：TEL072-675-8681（河村）、
TEL072-687-7809（西野）

10時～15時
▶ 4/9（土）

ブラスバンド・和太鼓・ヒーローショーなどの催
し物や、衣料品・オモチャなどの模擬店が楽
しめる。

第53回　桜バザー

■大阪水上隣保館（三島郡島本町山崎5-3-18）
■入場無料■問：TEL 075-961-0041

▶ 4/9（土）・10（日）

赤ちゃんから大人まで楽しめるクラシックコン
サート。となりのトトロや、春の日本の歌メドレ
ーを披露。

タンタン音楽会

14時半開演（14時開場）

■茨木市福祉文化会館（オークシアター）5F文
化ホール■入場料：499円※3歳未満無料（席
が必要な場合は有料）■問：090-1968-4649
（堀之内）tamtam.th@icloud.com

▶ 4/17（日）

エルマノマンドリンオーケストラのOB団体。マ
ンドリンのオリジナル曲の他、Ⅱ部に「大地の
恵み」をテーマとして喜多郎作「シルクロードよ
り」、宗次郎作「大黄河」、「地球に乾杯」、
「風に立つライオン」を演奏する。

エルマノ・マジョール
第4回マンドリン演奏会　
木下正紀　傘寿記念

13時半開演

■高槻現代劇場　中ホール（高槻市野見町
2-33）■入場無料■問：TEL 072-635-3454

▶ 4/10（日）

茨木市を中心に活動する福祉団体・障害者
団体・NPO法人などが、社会福祉やボラン
ティアの啓発と活性化を目的に開催。団体
の活動紹介、模擬店、バザー、ミニコンサー
ト、スタンプラリー、体験コーナーなど、子ども
から大人まで楽しめる。

第23回“みんな集まれ!!
ボランティアinいばらき”

10時半～15時
※雨天時は5/1（日）に延期

■茨木市立中央公園北グラウンド（JR茨木駅、
阪急茨木市駅より徒歩10分）
■問：TEL072-627-0086（茨木市社会福祉
協議会ボランティアセンター）

▶ 4/30（土）

音楽を通して「いばらき」のまちを元気にする
イベント。市内各所で、ステージや、フリーマ
ーケット、飲食ブースなどを開催。最新情報
は、http://ibaon.jp/まで。

茨木音楽祭2016
（第8回）

■茨木市中央公園南グラウンド（メインステージ）
他、全18開場■入場料：無料■問：TEL 
072-638-3914（実行委員会本部）

▶ 5/5（木・祝）
10時～16時（日曜は15時半まで）
※雨天決行

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、掲載を見送り
　さ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

北摂イベントEvent

能　「巴」　　　田中　隆夫
仕舞「藤戸」　　浦田　保浩
仕舞「笠之段」　浦田　保親
狂言「清水」　　茂山　千三郎

第6回たかつき市民能

13時開演（12時開場）

■高槻現代劇場　大ホール（高槻市野見町
2-33）■料金：一般2,500円、高校・大学生
1,000円、中学生以下無料
■問：TEL072-671-9999

▶ 4/9（土） 画家「城戸真亜子」と学研が創った、学研・
城戸真亜子アートスクール。年中～中3の
子どもたちの力作を展示。「子どもはアーティ
スト(著・城戸真亜子)」の販売も実施。
※アートスクールの会員は随時募集中。3月
は春の体験会を実施していますので内容、日
程、教室については気軽に問合せを。

学研・城戸真亜子
アートスクール展覧会

※4/2は城戸先生来場予定、4/3は最終入館16時半

■メイシアター展示室（吹田市文化会館・吹
田市泉町2-29-1）■入場無料■問：TEL
0120-844-904（祝日除く月～金、9時～17時）

▶ 4/2（土）・4/3（日） 10 時～17時

※PG12・・・小学生には助言・指導が必要となっております。　※R15+・・・・15歳以上の方がご覧になれます。　※R18+・・・・18歳以上の方がご覧になれます。

4月2日（土）公開　　　　　　　　　　シネ・リーブル梅田ほか

最高の花婿

　仏ロワール地方に住む
ある夫婦。悩みは娘たちが
次々とアラブ人、ユダヤ人、
中国人と結婚してしまった
ことだ。宗教も慣習も大違
いでバトルが絶えない。最
後の望みの４女が婚約。し
かもカトリックだと大喜び
するのも束の間、反対の嵐
が吹き荒れる。文化の違い
を暖かく見つめるコメディ。

監督：フィリップ・ドゥ・ショーヴロン
出演：クリスチャン・クラヴィエ、シャンタル・ロビー

2013 LES FILMS DU 24 - TF1 DROITS AUDIOVISUELS - TF1 FILMS PRODUCTIONc

推薦者 : nanako

2016年4月1日（金）公開　
大阪ステーションシティシネマ

他全国ロードショー

あやしい彼女

　毒舌73歳のおばあち
ゃんが写真館で写真を撮
ると突然20歳の自分に
若返ってしまった。望み通
りにいかなっかた人生を
リセット。天性の才能を生
かし歌手になる夢を実現
させ、恋に胸をときめかせ
る。どこか懐かしい音楽を
背景に生きる勇気がわい
てくる作品。

監督：水田伸生
出演：多部未華子、倍賞美津子、小林聡美、要潤

2016「あやカノ」製作委員会 　2014CJ E&M CORPORATIONc c

推薦者 : デコジュン

CityLifeシネマ担当（デコジュン & nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

＜上映中＞

●映画ドラえもん　新・のび太の日本誕生
●ひつじのショーンスペシャル～いたずらラマがやってきた～
●プリパラ　み～んなのあこがれ♪ レッツゴー☆プリパラ
●劇場版ウルトラマン×きたぞ！われらのウルトラマン
●エベレスト　神々の山嶺
●家族はつらいよ
●アーロと少年
●ちはやふる　上の旬
●僕だけがいない街
●バットマンvsスーパーマン ジャスティスの誕生
●暗殺教室～卒業編～
●仮面ライダー１号

＜今後の上映＞
●あやしい彼女（4/1～）
●映画きかんしゃトーマス探せ！
　謎の海賊船と失われた宝物（4/9～）
●名探偵コナン　純黒の悪夢（ナイトメア）（4/16～）
●映画クレヨンしんちゃん　
　爆睡！ユメミーワールド大突撃（4/16～）
●レヴェナント　蘇りし者（4/22～）
●ずっと前から好きでした～告白実行委員会～（4/23～）
●劇場版遊戯王　THE DARKSIDE OF 　　　
　DIMENSIONS（4/23～）
●アイ･アム･ヒーロー（4/23～）
●ちはやふる　下の旬（4/29～）
●スキャナー　記憶のカケラをよむ男（4/30～）

■イオンシネマ茨木

　鑑賞券を
　プレゼント

■応募方法

ペア
5 組
ペア
5 組

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001　大阪府摂津市千里丘1-13-23
CityLifeシネマ『イオンシネマ茨木鑑賞招待券プレゼント係』まで
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com
●締切：4月25日（はがきは必着）※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発
送以外には使用いたしません。※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

茨木市松ケ本町8-30-2　イオンモール茨木4F
上映時間案内 2072-621-0807

イオンシネマ茨木


