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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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能勢のカフェDearN'sKitchenのドレッシン
グや、うっふぷりんの能勢プリン、能勢酒造
の桜川サイダーなど能勢の名品が集まる。
スイーツや酒、肉など能勢のいいもんを見つ
けよう。

能勢のいいもん大集合

10時～20時

■川西阪急1階ザ・シーズン（川西市栄町26-1）
■入場無料■問:TEL06-6338-4900（住まい
創造舎）

▶ 3/30（水）～4/5（火）

ラオスで手紡ぎ、草木染、手織りで作られた
生地を使ったオリジナルブランド「fai noi」(フ
ァイノイ)。布の耳や手紡ぎの風合いを生か
す、飾らない、それでいて機能性に優れた服
の新作発表会。

「fai noi」新作発表会

■株式会社オファー ショールーム
（箕面市船場東2-1-20-6B）■入場無料
■問:TEL072-728-3922

10～17時
▶ 3/31（木）～4/2（土）

銘木屋「山政」の神代杉等の木を展示。
屋久杉、欅、栃等。
花台、ランチョンマット、お箸、表札、まな板等。

「銘木展」
（めいぼくてん）

■天善堂Gallery（箕面市百楽荘2-5-12）
■入場無料■問:TEL072-725-7758

11時～18時（最終日16時まで）
▶ 4/14（木）～17（日）

15 時～
▶ 4/17 （日）

花と緑豊かなオーガニック珈琲のカフェでジャ
ズゴスペルライブを楽しめる。
出演：ジーザス ジョイフル クルー
（ボーカル: 徳永早苗 ベース: 徳永廉 
 ドラム: 柴田知佳 ピアノ: 吉弘千鶴子）

JAZZ GOSPEL
ライブパーティー♫

■Cafe樹（Miki）（吹田市元町8-30）
■入場無料（飲食代のみ）
■予約・問:TEL06-6383-2351

体験会では、岩手の郷土菓子「がんづき」を
いただきながら、作家中野由貴さんの水先案
内で、賢治さんの郷を空想旅行。チーム銀河
鉄道による童話の朗読や歌に耳を傾ける。

宮沢賢治生誕120年メモリアル
イーハトーブを味わう〈おちゃっこ〉体験会

■カフェセリーニ日曜教室（箕面市桜井2-4-3
桜井ビル2階）■参加費:無料■定員:20名（先
着順）■申込方法:電話・FAX・メールにて受付
■問:TEL&FAX072-734-7080（セリーニ）
e-mail:minohjuku@gmail.com

▶  4/17（日）10 時～ 12時

プログラム
ジブリ、震災復興の祈り、リフレインなど。

「豊中少年少女合唱
第14回定期演奏会」

■豊中市立アクア文化ホール
（豊中市曽根東町3-7-3）■入場無料
■問:06-6858-0252（牧口）
　　 0797-88-1890（西岡）

14時開演（開場13時半）
▶ 4/17（日）終日ゆったり遊び、過ごせるイベントスポット。

ミニ電車乗りくらべ、復活『電車で GO!』、大
阪市交通局シミュレーターなど体験 展示 エ
ンタメの3フロア。他にも飲食、プラレール、グ
ッズ販売など多数のコーナーあり。

『鉄道甲子園 2016』
～ちびっこあつまれ！でんしゃであそぼう！！～

9時～17時　※5/2(月)休み

■マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋
2-5）■入場料:大人1,200円（前売1,000円）
/3歳～小学生800円（前売600円）■問
:TEL06-6342-4401（鉄道甲子園事務局平日
9時～17時）

▶ 4/29（金・祝）～5/5（木・祝）

滝コースの通常コース（約5km）に加えて、が
んばりコース（通常コースよりもややきつい坂
道や石段あり）もあり。春の道のりを一緒に
歩いてみよう。

みのおウォーキングデイ

■集合場所:阪急箕面駅■申込不要■参加無
料■水分補給用のお茶持参、保健師による健
康相談有■問:TEL072-727-9507（箕面市
地域保健室）

▶ 4/21（木）10 時集合
※当日6時55分時点のNHK放送の天気
予報で大阪の降水確率が50％以上の場
合中止。正午頃解散。

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

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

北摂イベントEvent

※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。

●ルーム（4/8～）
●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～）
●名探偵コナン　
　純黒の悪夢（ナイトメア）（4/16～）
●レヴェナント: 蘇えりし者（4/22～）

●ズートピア （4/23～）
●アイアムアヒーロー（4/23～）
●テラフォーマーズ（4/29～）
●シビル・ウォー　キャプテン・アメリカ （4/29～）
●ちはやふる ー下の句ー （4/29～）
●スキャナー 記憶のカケラをよむ男（4/29～）

■109シネマズ箕面

　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『109シネマズ箕面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。

109シネマズ箕面　http://www.109cinemas.net/minoh
箕面市坊島4-1-24　みのおキューズモール内　音声案内 20570-001-109

今月の
オススメ

映画クレヨンしんちゃん　
爆睡!ユメミーワールド大突撃

名探偵コナン 
純黒の悪夢（ナイトメア）

臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2016c 2016　青山剛昌／名探偵コナン製作委員会c


