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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

�M�o�n�t�h�l�y

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

世界中の昆虫を求めて精力的に取材活動を
行い、自然と人の密接な関わりを美しい映像
と親しみやすい文章で伝え続けている今森氏
の代表作である「昆虫4億年の旅」より、昆虫
の生態を中心に約30点を紹介する。

今森光彦写真展
～昆虫4億年の旅～

10時～18時

■メイシアター（吹田市泉町2-29-1）■入場無
料■問:TEL06-6386-6333（9時～18時半）

▶ 6/28（火）～7/5（火）

10の法則に則って茶碗の魅力を紹介する。
（主な展示品）五彩群童遊戯文茶碗
赤樂茶碗　銘「常盤」樂長次郎 作
丹波茶碗　銘「鬼ヶ城」他

2016春夏展 茶碗抄
―茶碗を楽しむ10の法則―

10時～17時※入館受付は16時半迄
月曜休館※7/18（月）開館、7/19（火）休館

■逸翁美術館（池田市栄本町12-27）■観覧
料:一般700円/大高生500円/中小生以下無
料/シニア（65歳以上）500円■問:072-751-
3865　

▶ 6/11（土）～8/7（日）

こわれた「おもちゃ」を無料で修理

みのおライプラ
おもちゃ病院

■箕面市総合保健福祉センター（みのおライ
フプラザ）１F（箕面市萱野5-8-1）■費用無
料（部品代等は実費負担いただく場合あり）
■ 問 : 福 祉ショップ「ゆっくり」TEL072 -
727-9547　http://minohl i feplaza-
toyhospital.on.omisenomikata.jp/

▶ 7/20(水)

吹田に縁のある10歳から大学生までを対象
にしたクラシック音楽の公開レッスンが受け
られる。

第７回すいたティーンズクラシック
フェスティバル審査員による公開レッスン

■メイシアター（吹田市泉町2-29-1）■参加無
料■応募方法：メールまたはFAXにて【件名「レ
ッスン申込み」】名前・学年・部門と楽器名・曲名
・参加希望日・連絡先・TEL・住所を記入■問・申
込:TEL06-6386-6333/FAX06-6330-
7230、jigyo@maytheater.jp

▶ 7/22（金）～8/21（日）
※詳細はwebにて確認を

箕面公園にある箕面大滝と、阪急箕面駅から
箕面大滝までの滝道の各所をライトアップ。ご
家庭のクーラーを消して箕面公園で涼もう。

サマーフェスタ箕面公園
2016 -火と水と光の祭典-

日没～22時※天候等により中止にする場合あり

■大阪府営箕面公園内
■入場無料■問:箕面 交通・観光案内所
TEL072-723-1885

130万部のベストセラー「嫌われる勇気」の
著者、岸見一郎先生による講演会。第1部

「意味づけ」が変われば困難は成長に変えら
れる！第2部「他者への関心」を学ぼう！

「アドラーに学ぶ、生きる勇気」
岸見一郎先生 講演会

開場12時45分

■千里ライフサイエンスセンター山村雄一記念
ライフホール（千里中央駅前）
■定員：400名■参加費：2,500円
■予約：WEBフォームht tp : //www.es -
bureau.org/、メールesbureau@hcn.zaq.ne.jp
■問：TEL &FAX072-622-6730

（NPO法人エスビューロー）

▶ 8/6（土）

▶ 7/16（土）～8/31（水）※木曜休館

ポルトガルギターとマンドリンのデュオ「マリオ
ネット」が提案するマンドリン合奏の新たなス
タンダードをお送りする。

マリオネット・マンドリン
オーケストラ10thコンサート

16時開演
※15時開場

■吹田市文化会館メイシアター大ホール（大阪
府吹田市泉町2-29-1）■料金：1,000円(全席
自由) ＊未就学児入場不可、小学生は保護者
同伴の場合に限り入場可(小学生は無料)■問:
オフィス・マリオネットTEL&FAX06-6882-
5373、marionette@music.email.ne.jp

▶ 7/23（土）

演者は、大阪市西淀川で三線工房を営む宮
古民謡唄者清村斉氏。出身の多良間民謡
をはじめ宮古、八重山、竹富島などの民謡と
オリジナル曲と盛り沢山の三線ライブ。

彩都くらしの杜
「木の香り漂うモデルハウスで
三線ライブ」

13時半～
　三線ライブ
15時半～
　三線無料診断

「青花白花青磁釉沓茶碗」

■彩都くらしの杜内「阿蘇小国杉の家展示場」
（箕面市彩都粟生南1-16-29）■参加費：大人
予約2,000円当日2,500円中学生未満1,000
円未就学児無料■問:TEL072-728-5597（木
の家づくり工務店　株式会社ケイ・ジェイ・ワーク
ス　担当宮本）miyamoto@kjworks.co.jp

▶ 7/24（日）

家族みんなで楽しめる吹奏楽コンサート。
曲目：ハイランド賛歌組曲、スピリティッド・ア
ウェイ～千と千尋の神隠しより～、ドラゴンク
エストによるコンサート・セレクションほか

ぽこフェス！2016

14時開演
※13時半開場

■池田市民文化会館（アゼリアホール）大ホー
ル（池田市天神1-7-1）■入場無料■問:ブラス
サークル＊ぽこあぽこ（ h t t p : / / p o c o -
toyonaka.jugem.jp/）

▶ 7/24（日）

14時～16時※毎月第三水曜日

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）
※掲載の場合のみ、編集部から連絡いたします。

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
〒・住所・氏名・年齢・TEL・ご希望のプレゼント
名を明記し、ご応募ください。（締切りは各記事
でご確認ください）
〒566-0001　摂津市千里丘1-13-23
シティライフ「北摂イベント」各係

プレゼントのご応募は
ハガキでお願いします。

北摂イベントEvent

P
招待券
ペア5組
7/14〆切


