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館蔵品の中から10のテーマに沿った茶碗を
選び、その楽しみ方を10の法則で紹介。逸翁
が大切に所蔵し、数々の茶会を彩った茶碗に
加え、近・現代の作家によるものなどを展示。

2016年春夏展
茶碗抄 
－茶碗を楽しむ10の法則－

10時～17時（入館は16時半まで）
月曜休館（ただし、7/18（月）開館、7/19（火）休館）
※前編後編で展示品を総入れ替えします

■逸翁美術館（阪急宝塚線・池田駅下車、北東へ徒
歩約10分）■入館料：一般700円/大・高生及び
65歳以上500円/中・小生以下無料■問：T E L
072-751-3865/FAX072-751-2427

▶ 前編：開催中～6/5（日）
　後編：6/11（土）～8/7（日）

大阪における二つの旧制高校（大阪高等学
校と浪速高等学校）について、設立、教育、
学生生活、そして卒業生の活躍を、大阪大
学が所蔵する様々な記録資料により紹介。

第9回特別展
嗚呼黎明は近づけり…友よ我らぞ光よと
－よみがえる旧制高校 大高・浪高の記憶と記録－

■大阪大学総合学術博物館待兼山修学館
（豊中市待兼山町1-20）■入場無料■問：TEL 
06-6850-6284

10時半～17時
日曜・祝日休館、ただし5/1（日）は開館

▶ 4/27（水）～7/9（土）

文庫本、単行本、コミック、CD・DVD、レコー
ドなど。売上は障害者の働く場づくりに活用
している。

春の古本市

■箕面市立メイプルホール／ロビーにて（箕面市
箕面5-11-23）■問：TEL072-724-0324/FAX-
072-724-2395（豊能障害者労働センター）

10時～20時※最終日は15時まで
▶ 5/11（水）～13（金）

箕面川のほとりで楽しむコンサート。出演は、
須貝知世（アイリッシュフルート、ティンホイッ
スル）、梅田千晶（34弦ハープ）、さいとうとも
こ（フィドル、歌）。

Nabana special trio tour
はじまりの花コンサート

■Atelier la Lucioleアトリエリュシオル（箕面市半町
2-18-1）■料金：2,500円（紅茶フリーサービス）
■問：TEL080-3786-7038（代表夏本）

吉野の桜花を賛美する春風駘蕩とした能
「吉野天人」、意外な結末の狂言「茶壺」、キ
ビキビとしたストーリー展開が魅力の能「殺
生石　白頭」を上演。

第十七回いけだ薪能

■池田城跡公園特設舞台（池田市城山町
3-46）■料金：前売り大人3,000円、学生
1,000円、小中学生500円※当日は大人、学
生 のみ 5 0 0 円 増（ 全 席 自由 ）■ 問：
TEL072-761-3131/info@azaleanet.or.jp
（いけだ市民文化振興財団）

▶ 5/21（土）17 時開演（16時半開場）

障害のある人の自立支援及びインクルージョ
ン地域文化の創造に取り組む団体が主催す
るバリアフリー車イス体験。

たった6時間で世界が変わる！
ミステリーツアー 【くるまいす体験編】

10時－箕面駅集合　16時－梅田解散

■参加費：1,000円（保険代等）※交通費＋
飲食代は別途必要■定員：先着10名※5/15
（日）■申込・問：TEL090-2062-7365/
gurumoil@gmail.com（一般社団法人ぐるり）

▶ 5/21（土）

安心して家で過ごせるように、在宅での介
護・医療について学ぶ。

「在宅医療」知っていますか？
家で最後まで療養したい人に

■吹田さんくす一番館４階さんくすホール（吹
田市朝日町）■参加無料■定員：先着100名
■申込・問：TEL06-6586-3150/FAX
06-6582-5520（一般社団法人Linkage）
※TELは平日10時半～16時半のみ

13時半～16時半　※受付開始13時
▶ 5/22（日）

箕面市立病院が北大阪エリアの自治体病
院で初導入した手術支援ロボット“ダビン
チ”。泌尿器科医が、1年間の手術実績など
を詳しく紹介。

前立腺がん手術の最前線
～内視鏡手術支援ロボット・ダビンチを
もちいた前立腺がん治療～

■箕面市立病院リハビリテーション棟4階いろ
はホール(箕面市萱野5-7-1）■参加無料■問
：TEL072-728-2034/FAX072-728-8232
（箕面市立病院経営企画課）

▶ 6/4（土）14 時～ 16時
・メンデルスゾーン／序曲「ルイ・ブラス」
・ベートーベン／交響曲第4番
・シベリウス／交響曲第6番
・指揮：米山 信・新谷 武

吹田市交響楽団
第81回定期演奏会

■吹田市文化会館「メイシアター」大ホール
（阪急千里線吹田駅前）■入場料：前売り・吹
響友の会500円、当日600円■問：suitaso@g-
mail.com/TEL06-6876-0625（吹田市交
響楽団安部まで）※TELは22時まで

14時開演（13時半開場）
▶ 6/5（日）

▶ 5/21（土）
16時半～18時半（16時開場）

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、編集部からメール連絡いたします。
※返信がない場合、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

P
下記URL、応募フォームよりご応募ください
※締め切りは各イベントに
　よって異なります
※応募は毎月26日以降から
　可能です
http://present.citylife-new.com

プレゼントのご応募は
Webから可能です。

北摂イベントEvent

招待券プレゼント ペア2組
（応募締切5月9日必着）

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&nanaco）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

●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～）
●64-ロクヨン-前編（5/7～）

●世界から猫が消えたなら（5/14～）
●殿、利息でござる！ （5/14～）
●海よりもまだ深く （5/21～）
●スノーホワイト／氷の王国（5/27～）
●オオカミ少女と黒王子（5/28～）

■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：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。

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

世界から猫が消えたなら オオカミ少女と黒王子

2016 映画『世界から猫が消えたなら』製作委員会c
八田鮎子／集英社
2016 映画「オオカミ少女と黒王子」製作委員会

c
c
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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


