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二枚貝のキーホルダーづくり

マーメイド号探検隊

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

アサリなどの二枚貝と布を作って、貝のキー
ホルダーをつくろう！ 参加費100円

貝類館には世界一周を果たした堀江謙一
氏のマーメイド号が展示されている。普段は
入れないマーメイド号の中を探検しよう！

西宮市貝類館 4月の催し

10時～16時

■西宮市貝類館 (西宮市西宮浜4-13-4)■入
館料：大人200円　小・中学生100円■開館
時間：10時～17時（入館は16時半まで）■申
込み：当日受付、順次ご案内（二枚貝のキーホル
ダーづくりは材料がなくなり次第終了）■問：
TEL0798-37-0485

▶ 4/9（土）

▶ 4/29（金・祝）・30（土）
指揮：中牟田信、松浦健太
曲目：
・マードックからの最後の手紙／樽屋雅徳
・ドラゴンの年／Ｐ．スパーク
・風笛～あすかのテーマ～／大島ミチル
・スピリティッド・アウェイ≪千と千尋の神隠し≫
　より／久石譲・木村弓　他

第18回定期演奏会
ウィンドオーケストラ今津

14時開演(13時半開場)

■西宮市民会館アミティホール（西宮市六湛寺町
10-11）■入場無料■問:TEL050-3736-9727

▶ 4/23（土）

チャルカ(インドの糸紡ぎ車)で紡がれた糸で、
手織りされた布(カディ)。インドのデザイナー
によるその心地良さが活かされた、繊細で丁
寧な洋服。カディの洋服、ショールを中心に、
手から生まれる商品を紹介する。

2016 春夏 
チャルカのおようふく展

11時～18時

■アンダイド プラス（西宮市久出ヶ谷町9-27-
101）■入場無料■問：TEL0798-72-2310

▶ 4/16（土）～4/25（月）
雨振る夜の街灯に照らされ光るハンガリーの
路面電車、フランス郊外の公園にやってきた
移動式の回転木馬、夕暮れ時のイタリアの
空に浮かぶ熱気球や飛行船など独特の味
を醸し出しているワンシーンを展示する。

乗物が“名脇役”な作品展

■笹倉鉄平ちいさな絵画館（西宮市能登町
11-17）■入場料：大人300円/大学生200円/
小・中・高校生100円■問：TEL0798-75-2401

▶ 4/14（木）～6/27（月）

日本初の回顧展となる本展では、『うろんな
客』『ギャシュリークラムのちびっ子たち』など
日本でも人気が高い絵本の貴重な原画・草
稿・書籍等約350点を展示。

エドワード・ゴーリーの
優雅な秘密展

10時～18時（入館は17時半まで）
月曜休館※5/2は通常休館

■伊丹市立美術館(伊丹市宮ノ前2-5-20)
■入館料：一般800円/大高生450円/中小生
150円■問：TEL 072-772-7447

▶ 4/2（土）～5/15（日）

阪急西宮北口駅周辺の飲食店、販売店、サ
ービス店、美術館など59店舗が参加。その日
だけの特別メニューや各会場でイベントも開
催される。

第5回にしきた
バル&マルシェ

8時半～翌5時(店舗により異なる)

■阪急西宮北口周辺■問：TEL0798-65-9559
(にしきたバル実行委員会)※イベント当日は各
参加店にお問い合わせ下さい

▶ 4/23（土）　

今年は、桜画に詩が添えられ、桜に対する思
いを具体的に知ることができる掛軸のほか、
着物のデザインや器の絵柄などに桜が描か
れた作品を展示。

『笹部さくらコレクション　桜スタイル』
春季特別展

10時～17時（入館は16時半まで）
※4/12（火）は臨時開館 ※4/25（月）は「記念館」
一部展示入替のため「酒蔵館」のみ開館
※5/3（火・祝）は開館、5/6（金）は振替休館

■白鹿記念酒造博物館（西宮市鞍掛町８-２１）
■入館料:一般500円、中・小生250円
■問：TEL0798-33-0008

▶ 開催中～5/30（月）

明治から大正にかけての、皇室ゆかりの美
術品を紹介する。当時の工芸技術の粋を集
めて製作された調度品の数々は、精緻にして
華麗であり、近代の宮廷の雅を伝えている。
高松宮家伝来のお人形も同時公開。

近代の宮廷美術
～調度品とお人形～

10時～17時
（入館は16時半まで）
月曜休館

■大阪青山歴史文学博物館(川西市長尾町
10-1)■入館料:一般300円/65歳以上250円
/大高生200円/中学生以下無料
■問:TEL072-790-3535

▶ 開催中～
　4月24日（日）

高知で理髪店を営む清水豊松は、太平洋戦
争の末期に召集され、内地に勤務していたあ
る日、米軍機が山中に墜落、乗組員の米兵を
豊松は上官の命令で刺殺する。戦後、戦犯に
問われ、絞首刑に。生まれ代われるなら「私は
貝になりたい」の遺書を残した。戦争の不条
理と人間の生き方を考える一人語り劇場の
10作目である。

木津川計の一人語り劇場
演目：私は貝になりたい

14時 口演(13時半開場)

■芦屋ルナ・ホール(芦屋市業平町8-24
■入場料:前売1,000円/当日1,200円
■TEL:0797-35-0700

▶ 4/23（土）　

笹倉鉄平

10時～18時（入館は17時半まで）火・水曜休館
※4/28(木)～5/8(日)は開館、5/9(月)休館

阪神イベントEvent

『うろんな客』原画,1957年 
©2010 The Edward Gorey Charitable Trust

奈良八重桜図 和歌賛 花顛・三熊思孝

雪松鷹図綴織

　25年の実績がある山栄地所が運営するマ
ンションタイプの「西宮トランクルームⅡ」。屋根
付きの荷捌き場があるので、雨の日も濡れずに
荷物の出し入れができるのが特長。また住み
込みの管理人夫婦が常駐しているので、安心
して利用できると女性利用者からも好評だ。広
さは2タイプから選べ、預ける荷物の量に合わ
せて選べるもの嬉しい。他にも、広い駐車場
（荷捌き場）、台車の無料貸し出し、事務作業
ができる書斎スペース、トイレが完備。荷受け
代行のサービスもあるので、個人利用から法
人利用まで利用者の幅が広いのもうなずけ
る。まずは気軽に見学を。

住み込みの管理人がいる
安心して利用できるトランクルーム荷物の保管に困ったら…

西宮市津門綾羽町8-20
営/7時～23時　年中無休

20798-33-7050
http://www.e-trunk.co.jp
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● 08タイプ（1ｍ×2ｍ×2ｍ＝8ｍ³） 
  月額21,000円（税別）
● 16タイプ（2ｍ×4ｍ×2ｍ＝16ｍ³） 
  月額42,000円（税別）

管理人夫妻の手厚いサポ
ートで女性の利用も安心。
大切な荷物を責任をもって
管理してくれる。

天候に関わらず出し入れ可能な
内廊下タイプ。使い勝手は申し
分なし。

営業時間は7時～23時と便利。独立ワンルームタイプのトラ
ンクルームでセキュリティも万全だ。

5月末までお得なキャンペーンあり。
詳しくはお問合せを。

のとき、どうすればいいの？

　もう使わない指輪や切れたネックレス、片方失くしたピア
ス。もし、ジュエリーボックスの中で眠っていたら今が売り時。
同店は金・銀・プラチナなど、ジュエリーの買い取りで高評価。
計量器を使い、目の前で計量査定してくれるから明確・安心。
今なら、ジュエリー買取査定額UPキャンペーン中のチャンス！
ダイヤも品質に応じて査定、コインや金杯、金歯もOK。ほか
ブランド品など幅広く買い取り中。来店以外に宅配便買取シ
ステムあり。詳しくはお問合せを。

眠っているジュエリーでプチ稼ぎ
買取査定額UP
キャンペーン実施中

大阪市北区曽根崎２丁目　
梅田地下街５-２
営／10時～21時
買取品目：貴金属・ダイヤ

206-4709-6016

リサイクルキング 梅田店

● 見積もり無料（見積もり時は住所等の提出は不要）
● 買い取り単価=当日の買い取り相場X純度×減りX加工手数料
● 買い取り相場は日によって変動
● 買い取りの際には印鑑と身分証明書が必要
● 未成年不可

ダイヤ・ルビー・
サファイヤ・エメ
ラルド等のジュ
エリーが高価買
取のチャンス！

不要なジュエリーが
あったら

神戸市中央区三宮町１丁目８-１
さんプラザビル１F
営／11時～20時
買取品目：貴金属・ダイヤ・ブランド品・切手・金券・洋酒

2078-334-6180

ジュエリーアリア 神戸三宮店

伊丹市池尻4-1-1 イオンモール伊丹昆陽 2F
営／9時～21時
買取品目：貴金属・ダイヤ・ブランド品・切手・金券

2072-787-8800

リサイクルキング 
イオンモール伊丹昆陽店 神戸市灘区深田町4丁目1-39

メイン六甲Ａビル2Ｆ
営／10時～19時
買取品目：貴金属・ダイヤ・ブランド品

2078-854-7155

リサイクルキング メイン六甲店
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ルイ・ヴィトンやシャネルは使い古しもOK。バーバリーといったブラ
ンド品のバッグや小物類・切手・金券も査定・買い取り実施中！

※買取基準相場は
　2016年3月17日の金額

ジュエリー買取
査定額UPキャンペーン

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲー
ムなどが自宅に眠っているなら、無料で出張買
取をしてくれる「トレジャー」に相談するのがオス
スメ！年間10万点以上の買取実績を誇り、使用
済みや欠品のある教材でも査定OK。教材だけ
でなく、30年以上前のゲーム機やソフト、子ども
服など買取対象は様々で、高額査定なのも嬉し
いポイント。コレクション品など数十万円の買取
や、業者さんからの依
頼も大歓迎！送料無
料の宅配買取もOK
とのことなので問合
せしてみよう。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう不要な教材やおもちゃがあったら

教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー 
関西買取センター
受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://t-reasure.jp/

買取例
● 仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
● 子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
● 絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

特典「シティライフを見た」で、
買取額20％UP！（5月末まで）

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は多
数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教材や通
信教育教材・知育玩具なども。

ゲームは昔のファミ
コンから最新機種ま
で、壊れた本体や
箱・説明書のない昔
のソフトでも。


