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「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

�M�o�n�t�h�l�y

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

女児用ワンピース・ドレス
1730-1755年頃　藤田真理子氏蔵

吉原治原《作品》1956年

「アナザーワールドへようこそ」と題した本展
では、異界／幻想／抽象／神戸をキーワー
ドとして、不思議な趣のある作品を展示。

アナザーワールドへようこそ

■神戸ゆかりの美術館（神戸市東灘区向洋町
中2-9-1）■入場料：一般200円/小中高生
100円/65歳以上100円■問：078-858-152

10時～17時（入館は閉館の30分前まで）
▶ 開催中～7/3（日）

18世紀後期のヨーロッパの子ども服の誕生
とその後の変遷をみていく。併せて、明治以
降の日本の子ども服を基軸に、絵画、版画、
写真等子どもをめぐる多彩な表現をたどるこ
とにより、時代ごとに変化する子ども観のあり
様を改めて考えていただく機会となるだろう。

こどもとファッション 
小さな人たちへのまなざし

■神戸ファッション美術館（神戸市東灘区向洋
町中２-９-１）■入館料：一般500円/小中高65
歳以上250円■問：078-858-0050

10時～18時（入館は閉館の30分前まで）
▶ 開催中～6/5（日）

1972年の解散から40年以上経た今、前衛
の旗手としてこれまで以上に熱い視線が注
がれる具体美術協会を特集。恵まれた当館
コレクションより、1950年代を中心とした作
品群を紹介する。

芦屋市立美術博物館コレクション展

■ 芦 屋 市 立 美 術 博 物 館（ 芦 屋 市 伊 勢 町
12-25）■入館料：一般300円/大高生200円
/中学生以下無料■問：0797-38-5432

10時～17時（入館は閉館の30分前まで）
月曜休館

▶ 開催中～6/19（日）

具体美術協会／1950年代

長尾　和《橋の島かげ（与島）》1990年
油彩・キャンバス　当館蔵

ハーバーランドのメインストリート“神戸ガス燈
通り”に手作りのお店がずらりと集合。作家
によるこだわりの手作り作品が並ぶ。神戸で
おなじみのラジオ局による「マーケットライブ」
も同時開催。

ハーバーマーケット

■ハーバーランド神戸ガス燈通り■入場無料
■問：TEL078-360-3639（10時～19時）

4/4のKOBEJAZZDAYを記念して、一人で
も多くの方にジャズのサウンドに触れていた
だきたい。ジャズを奏でる人、聴く人。「もっと
気軽に」がコンセプト。

CULMENI JAZZ 
Open Session

■カルメニ正面玄関前CULMENI（神戸市中
央区東川崎町1-5-7）■入場無料
■問：TEL078-362-0960

13時～16時　
※雨天中止

▶ 5/28（土）

豪華アーティストが彼女のために書き下ろした
恋の歌・愛の歌を収録した9thアルバム

『LOVE』を引っさげた極上のステージ。

平原綾香 
CONCERT TOUR 2016
 ～LOVE～

■神戸国際会館こくさいホール（JR三ノ宮駅
より徒歩5分）■入場料：全席指定6,800円
■問：TEL078-231-8162（神戸国際会館）

17時開演
（16時15分開場）

▶ 5/28（土）
こどもがいちばん楽しめる、
家族みんなのフェスティバル
※ステージイベント ママの働き方応援隊「ばぶぅ
音楽隊」による歌・演奏など　
※体験プログラム 手形でお絵かき・似顔絵・キッ
ズメイク・お菓子リュック・ベビーマッサージなど。
※物品販売 無添加・無農薬の商品を使った軽
食、パン、スイーツ、ドリンクの販売。

こふぇす～
そだて！みんなのえがおの木

■西宮市六湛寺公園（阪神電鉄本線西宮駅
徒歩3分）■問：TEL：090-6831-3214（松居）

10時～15時　
※雨天の場合
　29（日）へ延期

▶ 5/28（土）

ツイストパンの無料体験や
手づくり雑貨や古本、フードの販売など。

ボーイスカウト西宮
第27団スカウト祭り

■松並公園（西宮市松並町）■入場無料
■問：0798-48-8046（森本方）

10時～14時（雨天決行）
▶ 5/29（日）

二部構成で行われる独奏とアンサンブル。

西宮クラシックギター練習会
発表コンサートVol.8

開演13時 開場12時45分（17時終演予定）

■西宮市夙川公民館ホール（西宮市羽衣町
1-39）■入場無料■問：090-8534-4330（渡邊）

▶ 5/21（土）

▶ 5/1（日）
11時～17時　※雨天・荒天中止

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

阪神・神戸イベントEvent

発行
自分らしい「暮らし」発見マ

ガジン

太陽の光や風など、自然の恵みをうまく暮らしに取り入れた
住まいの特集します。

Life+webでは、季刊のフリーマガジンLife+でこれまで
に紹介した事例から最新事例までを掲載しており、リビン
グやキッチンなど事例別でも検索ができます。お気に入り
の事例があれば、資料請求も簡単！住まいに役立つイベン
ト情報もいっぱいです。ぜひこちらもチェツクしてください。

webが

http://www.lifep.net

リニューアル！
「Life+」はスーパー、ショッピングセンターなどの
シティライフ設置店約600店舗で手に入ります。

5/15
号

巻頭特集は「人と地球にやさしい家」

※イメージ

※表紙は2/15号です

次号は 発行


