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ヴァイオリン　松蔭さとり・岩谷弦・
　　　　　　落合真子・宮崎絢花・
　　　　　　森田恵美理・今川こころ
ピ ア ノ　島多璃音・村田美由紀・
　　　    平間今日志郎
 声  楽 　前川そふぃあ

「期待される若き
  演奏家の集い」

■茨木クリエイトセンター・センターホール（茨木
市駅前４丁目６-１６）■入場料：2,000円（前売
り1,500円）■問：TEL072-626-4954

▶ 5/5（木・祝） 13 時開演

茨木高校吹奏楽部OB・OG、大阪大学吹奏
楽団のメンバーを中心に結成された吹奏楽
団キングズギャンビットによる演奏会。

キングズギャンビット吹奏楽団
第4回定期演奏会

■立命館いばらきフューチャープラザグランドホ
ール（茨木市 岩倉町2-150）■入場無料
■問：gambit.kouhou@gmail.com

17時半開演（17時開場）
▶ 5/7（土）

『いつも明るく』がモットーの辻さんのお話
から『自分らしい生き方』について考える。
手話通訳あり。1歳半～就学前児の一時
預かりあり。

辻イト子 講演会 輝けいのち

■安威川公民館大ホール（摂津市正雀
4-9-28）■入場無料※手話通訳あり、一時
預かり（1歳半～就学児）要予約5/6（金）まで
・先着順■問：TEL06-6383-1324

高槻市周辺の切り絵好きな仲間が、高槻市
城内公民館に毎月集まり、作成した作品を
約40点展示。

第14回高槻きりえの会
（カッパー）作品展

■高槻市立ギャラリーけやき（高槻市城北町
2-1-1）■入場無料■問：072-626-8111（
田中）

10時～19時（最終日は17時まで）
▶ 5/27（金）～6/1（水）

クラシック、ロック音楽、ディズニー音楽を吹奏
楽で楽しく演奏。

高槻市音楽団管楽部
第83回定期演奏会

■高槻現代劇場 大ホール（高槻市野見町
2-33）■入場無料■問：TEL072-683-3331
（今城塚公民館）

18時半～20時半
▶ 5/14（土）

講師：小早川　高　先生
（関西医科大附属生命医学研究所・研究員）

第11回「若手研究者と語ろう会」
「匂いが誘発する恐怖情動」

■高槻市立総合市民交流センター3階・第2会
議室（高槻市紺屋町1-2）■参加費：200円（ド
リンク付き） ※中学生以上・先着30名
■問：TEL090-8880-7918

15時～16時半
▶ 5/21（土）

福祉の現場での就職を希望する人々に対し
て施設ごとに個別ブースを設置し、採用担当
者による職員の採用計画や施設概要の説
明を通して、雇用の機会を提供する。」

合同就職説明会
「2016たかつき福祉就職フェア」

■高槻市立生涯学習センター1階展示ホール（
高槻市 桃園町2-1）■参加費無料
■072-674-7497

13時～16時
▶ 6/4（土）

地域の活動や伝統芸能を披露し、参加者
が気軽に楽しめる手作りのフェスティバル。
17回目を迎える今年は過去最大の12団
体が参加。

第17回
淀川和太鼓フェスティバル

■高槻現代劇場大ホール（高槻市野見町2-33）
■入場料：前売り500円（発売中）/当日700円
■問：yodofesu@sound.zaq.jp

13時開演（12時半開場）
▶ 6/5（日）

～障がいを持つ長女と共に生きて～

▶ 5/10（火）
14時半～16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、編集部からメールにて
　連絡いたします。
※返信が無い場合、
　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

アルゼンチンタンゴ LAST TANGO
囲炉裏コーナーがある重厚で広 と々した古
民家で奏でるアルゼンチンタンゴを楽しもう。
柴田奈穂（バイオリン）　江森孝之（ギター）
田ノ岡三郎（アコーディオン）　
西村直樹（コントラバス）　マヤン（ボーカル）

～古民家に響く
   アルゼンチンの音色～

■けいあいの舎（茨木古民家コミュニティ）
■料金3,500円（前売り3,000円）
※ワンドリンク付き■P15台有
■問：メールhk09015890007@docomo.ne.jp
　　電話090-1589-0007 担当：小林

▶ 5/5（木・祝）18 時半開演（17時半開場）

0000年 0月 0日　VOL.000 00

◆

「BRA★BRA FINAL FANTASY
  BRASS de BRAVO 2016」
  with Siena Wind Orchestra
FINAL FANTASYシリーズ
公式吹奏楽コンサートツアーが2016年も開催決定

●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

制作総指揮 ： 植松伸夫
指揮 ： 栗田博文
演奏 ： シエナ・ウインド・オーケストラ
Ｍ Ｃ ： 山下まみ

City Life 読者限定 ※本公演プログラム付

電話予約

WEB
受付

予約・購入について

CAST

　2015年に開催され大好評を博したFFシリーズの楽曲を吹奏楽アレンジし
たオフィシャルコンサートが神戸こくさいホールに帰ってくる。作曲家“植松伸
夫”を制作総指揮に迎え、日本を代表するプロの吹奏楽団“シエナ・ウインド・オ
ーケストラ”が参加する。本編終了後のアンコールでは来場者参加型形式の
“みんなで吹こうBRA★BRA FINAL FANTASY”を開催！子どものころから慣
れ親しんだ吹奏楽で、聴いて楽しむゲーム音楽から演奏して楽しむゲーム音
楽へ。自分の楽器を持ち込んでシエナのメンバーと思いっきり楽しもう！

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  7月23日（土） 14時開演（開場は45分前）

会場  神戸国際会館こくさいホール
住所  神戸市中央区御幸通8-1-6 各線「三宮駅」下車
※3歳以上はチケット必要、3歳未満の入場不可

金額  6,800円→ 6,000円（全席指定・税込） 

それいけ！アンパンマン 
ミュージカル 『おかしの国のおかしなパーティ』

【あらすじ】あしたは「おかしの国」のおまつり
です。ところが、ジャムおじさんに届くはずの
招待状がばいきんまんの手に渡ってしまい
ました。ばいきんまんはおまつりのおかしをね
らって、おかしの国へ向かうアンパンマンた
ちのじゃまをします。はたして、おかしの国の
おまつりはどうなるのでしょうか？

対象公演  7月17日（日）  
①開演11時半（開場11時） ②開演15時（開場14時半）

City Life 読者限定

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
※3歳以上はチケット必要、3歳未満の入場不可

金   額 3,900円→3,700円（全席指定・税込） 
受付期間 4/25（月）10時～5/15（日）23時
ローソン・ミニストップ店頭Loppiにて直接販売
L コ ード  57320
制限枚数：お一人様6枚まで　お客様発券手数料：0円

対象公演  8月7日（日）  
①開演11時（開場10時半） ②開演14時（開場13時半）

City Life 読者限定

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
※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。
ただし、お席が必要なお子様は有料。

金   額 2,700円→2,500円（全席指定・税込） 
受付期間 4/25（月）10時～5/15（日）23時
ローソン・ミニストップ店頭Loppiにて直接販売
L コ ード  57312
制限枚数：お一人様6枚まで　お客様発券手数料：0円

爆笑!! お笑いフェス in神戸
テレビでおなじみの
人気お笑い芸人が神戸に集合！
ナイツ・東京０３・ニッチェ・あばれる君・小
島よしお・じゅんいちダビッドソン・永野・ア
ナクロニスティック・メイプル超合金・阿
佐ヶ谷姉妹・ロッチ
※都合により出演者が一部変更になる場合が
ございます。

〈演奏予定曲名〉
FFバトル2メドレー / FFI/II/III 
フィールド・メドレー / FFメインテ
ーマ / ハンターチャンス / ビッ
グブリッヂの死闘 / 魔導士ケフ
カ / Fragments of Memories 
/ シーモアバトル ほか

おでかけ

エンタメ&スポット情報がいっぱい

Monthly

音 楽 アート イベント スポーツ演 劇

●コンビニの端末で直接購入してください。コンビニ
販売

受付期間 4/25（月）10時～5/15（日）23時
ローソン・ミニストップ店頭Loppiにて直接販売
Lコード 57305
制限枚数：お一人様6枚まで　
お客様発券手数料：0円
お客様インフォメーション（全国一括）
0570-000-777（10時～20時）
購入方法はコチラ
http://l-tike.com/guide/loppi.html

（C）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

5月14日（土）公開　　　　　　　　　　　　全国ロードショー

殿、利息でござる！

　江戸時代中期、年貢の取
り立てや労役で破産寸前の
宿場町。貧乏庶民が殿を相
手に一世一代の大勝負。私
財を投げ打ち「宿場救済計
画」に尽力する人々の姿を
描く。無私の想いを貫いた
町人たちの前代未聞の感動
実話。歴史秘話がユーモア
たっぷりに描かれている。監督：中村義洋

出演：阿部サダヲ、瑛太、妻夫木聡、竹内結子

2016「殿、利息でござる！」製作委員会c

※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30日（土）公開　シネ・リーブル梅田ほか

ハロルドが笑う　その日まで

　ノルウェーの高級家具店
主ハロルド。隣にオープンし
た有名家具チェーン店のお
かげで店は倒産、最愛の妻
も失う。復讐に創業者の誘
拐を計画しスウェーデンへ
乗り込むが、偶然の出会い
から珍道中に！人生思い通
りにならないことだらけだ
が、捨てたもんじゃないよと
そっと背中を押してくれる。

監督：グンナル・ヴィケネ
出演：ビョルン・スンクェスト、ビヨルン・グラナート

2014 MER FILM AS All rights reservedc

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。

推薦者 : デコジュン
推薦者 : nanako

＜上映中＞
●あやしい彼女
●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
●名探偵コナン　純黒の悪夢（ナイトメア）
●映画クレヨンしんちゃん　
　爆睡！ユメミーワールド大突撃
●レヴェナント　蘇りし者
●ずっと前から好きでした～告白実行委員会～
●劇場版遊戯王　THE DARKSIDE OF 　
　DIMENSIONS
●アイ･アム･ヒーロー
●ズートピア

＜今後の上映＞
●ちはやふる　下の旬（4/29～）
●追憶の森（4/29～）
●スキャナー　記憶のカケラをよむ男（4/29～）
●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～）
●６４－ロクヨンー前編（5/7～）
●ROAD TO HIGH&LOW（5/7～）
●マクベス（5/13～）
●世界から猫が消えたなら（5/14～）
●殿、利息でござる（5/14～）
●シンドバッド（5/１４～） ●更年期的な彼女（5/21～）
●海よりもまだ深く（5/21～） ●スノーホワイト（5/27～）
●オオカミ少女と黒王子（5/27～）

■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：5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


