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朝比奈隆子
「Takako Ines Asahina 
Neo Classic in Kobe」
■出演　ピアノ：朝比奈隆子／ドラム：マーテ
ィー・ブレイシー／ベース：トーマス・ポズナー／
パーカッション：オル・トグン■プログラム　プ
レリュードBWV847（バッハ）／Op44（ショパ
ン）／ボレロ（ラヴェル）／はげ山の一夜（ムソ
ルグスキー）／Musician in New York
（Song of The Year／Great American 
Song Contest ファイナリスト受賞曲）他

ストラディヴァリウス
コンサート2016
【バイオリン】ルーカス･ハーゲン/ライナー・シュ
ミット/ヴェロニカ・エーベルレ/セルゲイ・ハチャ
トゥリアン/スヴェトリン・ルセフ/諏訪内晶子/レ
イ・チェン/アラベラ・美歩・シュタインバッハー/
有希・マヌエラ・ヤンケ【ビオラ】ヴェロニカ・ハー
ゲン【チェロ】クレメンス・ハーゲン/パブロ・フェ
ランデス/石坂団十郎【ピアノ】江口玲※出演
者、演目等は事情により変更する場合がございます。

対象公演  9月9日（金）　開演19時 

City Life 読者限定

フェスティバルホール（大阪・中之島）
大阪市北区中之島2-3-18　JR大阪駅より地下鉄四ツ橋線「肥後橋」下車
※未就学児童は入場不可
金   額 S席8,000円→7,500円（全席指定・税込） 
受付期間 5/27（金）10時～
 6/12（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
専用コード 599-124　
http://w.pia.jp/p/stradivarius16cl/

諏訪内晶子 （c）Tamihito Yoshida

対象公演  7月30日（土）　開演16時（開場15時15分）

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
※未就学児童は入場不可
金   額 A席6,000円→5,000円（全席指定・税込） 
受付期間 5/27（金）10時～6/12（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  53383
制限枚数：お一人様6枚まで　お客様発券手数料：0円

「スラバのスノーショー」
圧巻の吹雪や観客を巻き込む多彩な演出に感動。

［公演期間］7/15（金）～7/26（火）
［会場］ 森ノ宮ピロティホール（大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5）
 　　　  ＪＲ大阪環状線「森ノ宮駅」より徒歩5分
　　　　地下鉄中央線・長堀鶴見緑地線「森ノ宮駅」2番出口より徒歩2分
http://slavasnowshow.jp/
※この作品は推奨年齢が8歳以上になります。
※おひとり様1枚ずつチケットが必要。ひざ上での観覧不可。

●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

電話予約

WEB
受付

予約・購入について

　道化師界の巨匠、スラバ・ポルニン。1950年、ロシアに生まれた彼はチャッ
プリンやキートンといったコメディアンに憧れて育ったという。サンクトペテルブル
グでパントマイムの修業を積んだのち、自らの劇団を結成し、1993年にこの「ス
ラバのスノーショー」を企画。以降、毎年のように構成や演出が練り上げられ、
20年間で世界7カ国15以上の国際演劇賞を総なめに。そして、世界30カ国
以上、120を超える都市で500万人以上を動員し、大きな感動を呼んでいる。
　この作品に出演するのはピエロのみで、セリフは一切ない。冒頭、深刻な
表情で首にロープを巻きつけたピエロが、ほかのピエロたちとコミカルな芸を
積み重ね、動きと表情だけで人間の喜怒哀楽を表現していく。ピエロたちの
観客を巻き込んだ掛け合いや、蜘蛛の巣に見立てた糸や雪に見立てた紙
吹雪が客席を覆い尽くしたりといった演出は、見る者を圧倒する。その演出
方法は世界で絶賛され、あの「シルクドソレイユ」の演目「アレグリア」にも
取り入れられたほど。心が踊る子どものような笑い声と、喜びのため息が波
のようにやってくる。観劇した人々は「この楽しさは今まで経験したことがな
い! 絶対観たほうがいい!」と語る。この夏、ぜひ親子で楽しんでほしい。

新着情報はコチラ

対象公演  7月15日（金）～7月26日（火）

金額  8,500円→7,500円（全席指定・税込） 

編集部 まっつー

言葉のない表現方法で
こんなにも感情が伝わる
ものなのか? 感性豊かな
子どもたちにこそ観てほしい
素晴らしいステージです!

●コンビニの端末で直接購入してください。
コンビニ
販売 Loppiでの購入方法はコチラ

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

�M�o�n�t�h�l�y

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 5/27（金）10時～7/11（月）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 5/27（金）10時～8/1（月）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。（C）やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

受付期間 5/25（水）10時～6/26（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 58270
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）

http://l-tike.com/guide/loppi.html

約1m×1mのスカーフと約47cm×47cmの
バンダナをキャンバスに見立て、ジャンルの
異なる20名の作家が、自由な発想で思いお
もいのメッセージを表現。写真あり、現代美
術あり、イラストあり、タイポグラフィーあり、グ
ラフィックデザインありの楽しい気分いっぱい
のアート&テキスタイル展。

幸せのスカーフ展

11時～19時　月・火曜定休

■ウラン堂（西宮市石刎町9-13）■入場無料
■問：TEL 0798-56-8690

▶ 開催中～6/19（日）

当館所蔵の小磯良平作品を紹介します。

小磯良平作品選I -油彩-

10時～17時※入館は閉館の30分前まで
月曜休館(7/18は開館) 6/7・7/19は休館

■神戸市立小磯記念美術館（神戸市東灘区
向洋町中5-7）■入館料：一般200円/高大生
1 5 0 円 / 小中学生 1 0 0 円 ■問：T E L 
078-857-5880

▶ 開催中～7/31（日）

毎回大好評の50%OFFのアウトレットや、お
しゃれな出店ブース、大人も子どもも楽しめる
ワークショップも開催。西宮ならではのお店
が多数出店予定。

EIN OPEN DEPARTMENT

10時～16時※雨天決行

■鳴尾浜臨海公園（西宮市鳴尾浜1）■入場
料：当日４００円（中学生以下無料）/前売り３００
円（ＷＥＢ・神戸店で購入可能）■問：TEL 
0120-974-470(平日17時まで)

▶ 6/4（土）～6/5（日）

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テントいっぱ
いに並ぶ。神戸でおなじみのラジオ局による
「マーケットライブ」を同時開催。

ハーバーマーケット

■ハーバーランド神戸ガス燈通り（神戸市中央
区東川崎町1）■入場無料
■問：TEL078-360-3639（10時～19時）

▶ 6/5（日）

粘土でつくろう！オリジナルカタツムリ作り
貝殻と粘土を使って自分だけのカタツムリを
作ろう。
時間：10時～16時
場所：学習室
参加費：100円
申込み：当日受付、順次ご案内（材料がなく
なり次第終了）

西宮市貝類館6月の催し
10時～17時※入館は閉館の30分前まで

■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
■問：TEL0798-37-0485

▶ 6/11（土）

短冊に貝殻スタンプや貝の仲間たちのぬり
えで願いを込めて、笹に飾り付けをしよう。
参加費：無料

▶ 6/30（木）～7/8（金）

前回、好評だったマルシェが再び6月に開催！
食べて遊んで体験して、家族の時間をマルシ
ェで過ごせる。40以上のブースには、ママのオ
リジナル作品が揃うハンドメイド雑貨、パパや
キッズが楽しめるステージやワークショップに
飲食ブースが充実！お気に入りの一点物や父
の日のプレゼントがみつかるかも！

Madrina　Marche　
子どもも大人も大集合！～全部忘れて楽しもう～

10時～15時

■神戸酒心館ホール（神戸市東灘区御影塚町
1-8-17）■入場無料
■問：madrinamarche@gmail.com(実行委員
　福田）

▶ 6/11（土）

4/4のKOBE JAZZ DAY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

13時～16時　※雨天中止

■カルメニ正面玄関前（神戸市中央区東川崎
町1-5－7神戸情報文化ビル）■入場無料
■問：TEL078-362-0960

▶ 6/25（土）

11時～17時　※雨天・荒天中止

招待券プレゼント ペア2組
（応募締切6月10日必着）

神戸・元町で手作り市＆ワークショップを開
催。毎日日替わりで、多彩＆多才な大勢の作
家が集まり、ハンドメイド作品の展示販売を
行う。期間中様々なワークショップも同時開
催予定。詳しくは「TUKUTTEN」で検索。

TUKUTTEN VOL.5
手作り市＆ワークショップ

11時～16時（毎日開催）

■TUKUTTEN１階ガレージ会場（JR元町駅西
口より徒 歩 1 分 ）■ 入 場 無 料 ■ 問：
TEL078-332-3985

▶ 6/18（土）～6/24（金）
本展では、代表作となっている蓮を描いたシ
リーズのほか、イタリアの古典絵画に取材し
た初期作品、東洋美術への接近を試みた屏
風や掛軸、身近な草花に目を向けた近作
群、そして「ありふれた季節」と題した新作の
シリーズを一堂に集め、紹介する。

川村悦子展-ありふれた季節

※7/18(月・祝)は無料開館日　水曜休館　
10時～17時※入館は閉館の30分前まで

川村悦子《道》2012年
東京オペラシティ アートギャラリー蔵

■西宮市大谷記念美術館（西宮市中浜町
4-38）■入館料：一般500円/高大生300円/
小中生200円■問：0798-33-0164

▶ 6/11（土）～7/31（日）

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）
※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

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。

阪神・神戸イベントEvent


