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編集部 Minori一日で世界が違ってみえてくる
「マエストロ青島の五つ星クラシック」

音響家が選ぶ優良ホール100選に選ばれた圧巻のコンサートホール

大人も子どもも、誰もが普段着で楽しめる
大人気のコンサート

五つ星クラシックの

うれしい＆楽しい５大ポイント！

公演日 ： 2016年8月6日（土）
時　間 ： 13時半開場　14時開演
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）
　　　     各線三ノ宮駅より徒歩約5分

program （一部）

　テレビ番組「題名のない音楽会」や「世界一受けたい授業」などでもおなじ
みの音楽家、青島広志さんが厳選を重ねて、珠玉の名曲をセレクト。ベートー
ヴェン「運命」やチャイコフスキー「白鳥の湖」といった有名な曲から、子どもが
喜ぶ「アンパンマンのマーチ」など、あらゆる世代で楽しめる、とっておきのプロ
グラムになっている。さらに、曲が作られた背景や作曲家についての裏話など
を青島さんが分かりやすく、またおもしろく解説してくれるので、曲を聴くだけで
は分かり得ないストーリーを知ることができる。会場全体が笑いに包まれ、今ま
でのクラシックコンサートの概念を覆してくれる。子どもたちにとっても最高の
夏休みの思い出となるだろう。自由研究の課題にしてみてもいいかも!?

●City Life 読者限定4,500円!!
お手頃に上質クラシックを経験できる！　

●4歳以上のお子様なら一緒に入場可能！
●有名クラシック曲やアニメソングなど、大人から
子どもまで楽しめる幅広い選曲。

●曲や作曲家にまつわる愉快なおはなし付き！　
クラシック音楽の見方が変わる!?　

●一流のコンサートホールで音響や施設の素晴
らしさを体感できる。

ピアノを習っている小３の息子を
連れていきたいコンサート ！
幼少の頃からプロの音色や
一流の音響に触れさせて、
感性豊かに育ってほしいな。

ドリームコンサート ～ジブリの思い出がいっぱい～

　本公演のために特別に編成された選り
すぐりの演奏家に加え、NHK「みんなのう
た」で話題の女性ボーカリストたちが登
場。天空の城ラピュタ「君をのせて」、とな
りのトトロ「さんぽ」、耳をすませば「カントリ
ーロード」、崖の上のポニョ「崖の上のポ
ニョ」など、つい口ずさんでしまう名曲ばか
り。目を閉じればキャラクターや名場面が
浮かんで、心地よいひと時を過ごせる。

【第1部】
モーツァルト　
歌劇「フィガロの結婚」序曲
モーツァルト　
きらきら星変奏曲（青島広志編曲）
ベートーヴェン　
交響曲第5番「運命」第1楽章
ブラームス　
ハンガリー舞曲　第5番 など

【第2部】
チャイコフスキー　バレエ音楽　

「白鳥の湖」より“情景”
「くるみ割り人形」より“ロシアの踊り”
「眠れる森の美女」より“ワルツ”
グリーグ　
劇音楽「ペール・ギュント」より“朝”
アンパンマンのマーチ（青島広志編曲）
 　　　　　　　　　　　　など

岡本知高 Concerto del Sopranista 2016

　世界的にも珍しい男性のソプラノ歌手・
ソプラニスタ岡本知高が登場。裏声を使
わずに高音を出す、生まれながらのソプラ
ノボイスを持つ。その透明感のある美声と
豊かな声量に思わず聞き惚れる。また、豪
華な衣装やトークの楽しさにも定評があ
り、必見必聴のコンサートである。

●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/

電話予約

WEB
受付

予約・購入について

新着情報はコチラ

●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

Monthly

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

City Life 読者限定

対象公演  8月6日（土）

金額  5,000円→4,500円（全席指定・税込） 
受付期間  6月24日（金）10時～7月31日（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  57648
※4歳以上のお子様より入場可。1人1枚チケットをお求めください。
※制限枚数　お一人様6枚まで　※お客様手数料　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）

City Life 読者限定

神戸国際会館こくさいホール
金   額 大  人3,500円→3,300円
 子ども2,500円→2,300円（3歳～小学生）
 （全席指定・税込） 
受付期間 6月24日（金）10時～7月31日（日）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
Lコード 57737　
※2歳以下は大人1名につき1名まで無料。座席が必要な場合は有料。
※制限枚数　お一人様6枚まで　※お客様手数料　0円

対象公演  8月21日（日）　開演14時 

City Life 読者限定

神戸国際会館こくさいホール
金   額 大人5,500円→5,000円
　　　　　（全席指定・税込） 
受付期間 6月24日（金）10時～9月18日（日）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
Lコード 57802
※未就学児のご入場不可　※制限枚数　お一人様6枚まで
※お客様手数料　0円

対象公演  10月23日（日）　開演15時 天使の歌声を持つ
奇跡のソプラニスタ

※曲目は変更になる場合があります

出演者

・青島広志（指揮、おはなし）　・小野勉（テノール）　・大阪交響楽団

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

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1-3 -3）■入場無料■問：TEL 
078-360-3639（10時～19時）

11時～17時　※雨天・荒天中止
▶ 7/3（日）

ストリートダンスの動きをベースにした初心
者向けダンスレッスン。ストレスも運動不足
も解消して、明日からの仕事の効率をアップ
しよう！

はじめてダンス

■神戸ハーバーランドスペースシアター（神戸市
中央区東川崎1-3-3）■入場無料
■問：TEL06-6809-4161

18時半～19時半
▶ 7/5（火）・7/19（火）

親子でかわいい消しゴムはんこを作って自分
だけのデザインのトートバックを完成させよう。

キッズ・カフェ2016
コーヒーはんこを作ろう

■UCCコーヒー博物館（神戸市中央区港島中町
6-6-2）■定員：6家族（24名様）※ひと家族4名様
まで■参加対象：小学生と保護者様※未就学児
同伴は不可■参加費：小学生1名+保護者1名の
2名2,500円（実習教材費/入館料を含む）
※１名追加料金1,000円（小学生/保護者/共通）
■申込・問：TEL078-302-8880（または受付で）

13時半～16時（受付13時～）
▶ 7/23（土）・24（日）

オトイチもうで」というタイトル通り、音・市・詣。
音楽を楽しんで、市でお買い物して、清荒神
さんへお参りに行って１日清荒神で楽しんで
いただこうというお祭り。

オトイチもうで

■清荒神参道（末廣すし横空き地）■ライブ入
場料：大人前売り2,000円/中高生前売り
1,500円 1ドリンク付※12歳以下は大人同伴1
名につき1名無料、2人目からは500円
■問：0797-86-3176

歌謡ショー、創作舞踊、子ども無料お菓子釣
り(先着250名様)、木工教室、餅まきなどイ
ベント多数。フリーマーケット(新鮮野菜、くだ
もの、日用雑貨、骨董、衣類、手作り品、飲食
など)多数出店。

であい市　門戸厄神

■門戸厄神東光寺境内（西宮市門戸西町2－
26）■入場無料■TEL:0798-54-6733

▶ 7/3（日）　10 時～15 時

世界に誇れる、日本人の気配りや優しさ、そし
て豊かな感性。「日本人で良かった」と感じる
ひと時をゆっくりと楽しめる。

笹倉鉄平
やっぱり日本って“いいね！”展

■笹倉鉄平ちいさな絵画館（西宮市能登町
11-17）■入館料：大人300円/大学生200円

（要学生証提示）/小中高生100円
■TEL:0798-75-2401

10時～18時（入館は閉館の30分前まで）
火・水曜休館　※7/29は臨時休館

▶ 7/7（木）～9/26（月）

作家15名による絵本原画やリトグラフ、絵コ
ンテ、デッサン、制作過程の資料や絵本など
約150点を通して、チャペックなどチェコ絵本
の伝統を築いた草創期の巨匠から、近年チェ
コで注目を集めている最新鋭の作家たちの創
作まで、その幅広く奥深い魅力を紹介する。

チャペックからチェコ・コミックまで
東欧の絵本大国「チェコ絵本をめぐる旅」

ヨゼフ・ラダ
日曜版

『悪魔の庭のいたずらっこ』
（児童向け雑誌）
1930年©Josef Lada Heirs

「宵山」©TEPPEI SASAKURA / ART TERRACE

■芦屋市立美術博物館（芦屋市伊勢町12-25）
■観覧料：一般700円/大高生500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（祝日の場合は翌休館）

▶ 7/2（土）～9/4（日）

大人と子どもと別々の内容で開催。
子ども：赤い水玉のレッスンバッグ
大人：ハーブ刺しゅうのポケットティッシュポー
チ（ブルーorグリーン）

夏の無料刺しゅう講習会

■戸塚刺しゅう記念会館（西宮市神楽町6-5）
■材料費：大人1,000円/子ども1,500円
■問：0798-36-0034

午前の部　9時半～11時半
午後の部　13時～15時

▶ 7/30（土）・31（日）

神戸ウエディングクイーンの応募条件
・神戸市にゆかりのある方
・18歳以上の未婚女性（学生可）
※クイーン任期中も未婚であること
・任期はクイーン決定日より、2017年8月末迄
＊肖像権・著作権は
  神戸ウエディング会議に帰属します。

第7代
神戸ウエディングクイーン大募集

■応募方法はHPよりhttp://kobewedding.net
■E-mail: info@kobewedding.net

※6/30(木)応募書類必着
▶ 応募期間～6/30（木）

▶ 7/31（日）
物販、飲食
10時～16時
ライブ17時半～

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


