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EXPO'70パビリオンとは

時間／10時～17時（入館は16時30分まで） 　
　　　水曜休館
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料）
　　　※団体割引あり
　　　※別途自然文化園入園料が必要

206-6877-4737

万博記念公園自然文化園内

公式Facebookに「いいね！」しよう

音響彫刻のおと。

　万博記念公園は、1970年大阪万博の会期の始まりと終
わりの日に合わせて、来月9月10日（土）は無料デーとなって
います。万博記念公園の入園料も、パビリオンの常設展示
観覧料も、無料です。
　いつもホワイエの隅っこで鎮座している音響彫刻。不思議
な形の彫刻ですが、フランスの彫刻家フランソワ・バシェが音
響技師である兄のベルナール・バシェと2人で考案し、万博当
時の鉄鋼館演出プロデューサー・武満徹に招聘されて、約4
か月間日本に滞在して制作したものです。バシェが制作助手

vol.13
万国博当時の出展施設であった「鉄鋼館」を活用し、2010年3月に記念館としてオープン。
これまでの博覧会とは違った規模、内容、盛況ぶりなど、その凄さをあらゆる世代に知って
もらうと共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

パーカショニスト
山村誠一氏

音響彫刻「川上フォーン」

を務めた日本人たちに敬意を表して、作品には助手たちの名
前が付けられているという素敵なお話もあります。棒でたた
いたり、指でなでたりすると、ファンタスティックな音がします。
　無料のお話の続きですが、9月10日（土）13時15分～14時

〈予定〉、「万博へGO! with MBS 2016」 の一環として、ホワイ
エではパーカショニスト山村誠一ライブ『～エキスポの遺
産”音響彫刻”が時空を超えて共鳴する～』が開催されます。
どんなファンタスティックな音が奏でられるか、お楽しみに。
入場は無料。どうぞ、皆さんのお越しをお待ちしております。

好きな選手のユニフォームを
着て応援しています。

今日は夜の試合なので、LEDブレスも必須！
夏場は水分補給のために、

ドリンク類の持参をオススメします。

どんな席種があるの？
オススメの観戦席は？
席種は現在18種あり、豊富にご用意して
います。バックスタンド上層階の「カテゴリー
5」は、お手頃価格で落ち着いて観戦できる
ので、初めての方にオススメの席ですよ。

その他詳細は www.gamba-osaka.netをCHECK!

チケットは
どうやって買えばいい？
ガンバのオフィシャルチケットサイトで
ももちろん購入できますが、お近くの
コンビニの専用端末機で気軽に買え
るんですよ。どの席種がいいかは、ま
ずサイトでチェックしてみてくださいね。

飲食はできるの？
スタジアム内では、たこ焼きやお好み焼きといった
大阪ならではのメニューなど、25店舗のこだわり
グルメを味わえるんですよ。持ち込みもOKです
が、ここでしか味わえないメニューもあるので、ぜひ
スタジアムグルメを堪能してみてくださいね。（ビ
ン・缶は不可。入場時に容器入れ替えが必要）

アクセスや
駐車場の利用は？
大阪モノレール「万博記念公園駅」から徒歩
約15分、「公園東口駅」から徒歩約10分で
す。JR茨木駅からは、万博記念競技場まで臨
時バスも運行しています。試合当日の駐車場

（南・東・中央）は、事前に駐車券の購入が必
要となりますのでご注意を。オフィシャルサイト
もしくはセブン-イレブンの「チケットぴあ」で購
入できます。

どんな服装で行けばいい？
持ち物は？

チームカラーの「青」を取り入れたスタイ
ルでぜひお越しください！選手入場時に
みんなでタオルマフラーを掲げたり、夜
はLEDブレスを使った参加型演出もあ
るのでグッズも見逃せません。併設する
ショップ「ブルスパジオ」はグッズが豊富
なので立ち寄ってみてくださいね。

上層エリア

VIPエリア

下層エリア

席　種

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

カテゴリー5

価格（前売）

共通5,000円

共通4,000円

共通3,800円

大人3,500円
小中2,000円
大人3,000円
小中1,500円

スタンドからタッチラインまではわずか7m。
選手入場など間近で見ることができる特等席。
決定的シーンやベンチワークも
見逃したくない人にオススメ。
コーナーにあるエリアで、目の前で
繰り広げられるサイドの攻防が迫力満点。

家族やグループでの観戦にオススメ。
お手頃価格なので、初めての方をはじめ、
家族、友人、グループにオススメ。

下層からの眺め

まだサッカー観戦をしたことがない人に、このスタジアムでプロのサッカーを
近くで体感してもらいたいとの思いで、今回CityLife読者限定のステッカー
付シートを用意してもらいました！ ぜひ、家族や友だちを誘って観戦ください！

ガンバボーイ

9/10（土）19時～　vs ヴァンフォーレ甲府
8/5（金）～　　　　　　　カテゴリー5
セブン-イレブンのマルチコピー機より、チケットぴあPコード「833-369」を検索し、
チケットをご購入下さい。チケットと引換券が発券されますので、
試合当日、特設テントにて引換券と交換でステッカーをプレゼント！
大人 3,000円　小中学生 1,500円
1回操作で人数分ご購入下さい。チケットは無くなり次第終了です。　

対象試合
発 売 日 座種

販売方法

販売価格

ご 注 意

圧倒的な臨場感とスケールで、“欧州と引けをとらない素晴らし
いスタジアム”と呼び声が高い、ガンバ大阪の新本拠地「市立吹
田サッカースタジアム」。せっかく誇れるスタジアムとクラブが地
元にあるのだから、一度は体験しなきゃもったいない！
初めての方も安心の観戦方法を、
ガンバ大阪のスタッフ・加藤さんに
教えてもらいました。 ガンバ大阪

スタッフ加藤さん

南駐車場

特　徴

※詳しい席種はHPをご覧ください。

ピッチとスタンドの距離が近く、
臨場感が味わえるのも

このスタジアムの魅力の一つ。

当日券がある場合は、
スタジアムでも
直接購入が可能！

スタジアムグルメ
殿堂入りの

「たこ家 道頓堀くくる」。
大たこ入りたこ焼き

（650円）

豪快にかぶり
つきたくなる

「焼肉カルビチャンプ」
のターキーレッグ

（700円）

ベビーカー預り所
南駐車場

総合案内所

駐輪場

ベビーカー預り所
万博外周道路

当日券売場

ブルスパジオ

©GAMBA OSAKA

自転車は
駐輪スペースに
とめてくださいね！

ベビーカー
預かり所は

2箇所ご用意

駐車券は
予定枚数に

達し次第販売終了
となるので、

早めの購入を！

スタジアムで
待ってるで～！

これで安心

私が
お答えします!

バックスタンド側

メインスタンド側

サポーター・れんやくん＆ママLEDブレス 600円

［おすすめ席種］

カテゴリー1

カテゴリー5

カテゴリー2

カテゴリー3

ホーム自由席

カテゴリー4 カテゴリー4

先着300席
限定

「電力自由化」で電気料金見直しの前に
電気を買わない方法を考えませんか？

太陽光・蓄電池を導入すると
電気を買わない生活が実現します！！

余った電気を売って
うれしいおこづかい♪

太陽光発電決めるなら　  ！！

お得！

さらに！

お問合せは

70120-1504-52
茨木市上郡2-13-14
ゴウダC&Eビル 4Fゴウダ株式会社

関西電力なら
余った電気を

31円/kWh
で売れます！

受付／10:00～17：30
土・日・祝も承ります
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今 第10回　シティライフ主催 

ゴルフコンペ開催

申 込 方 法
下記URLかQRコードよりお申し込みください。
※お申込と同時にゴルフ会員登録となります。
　会員の方へは、今後コンペ情報などお得情報を案内いたします。
http://golfclub.citylife-new.com シティライフ　ゴルフ  で検索

申込多数の場合は
先着順とさせて
いただきます。

●開催場所：新大阪ゴルフクラブ 大阪府三島郡島本町尺代128

●開 催 日：10月7日（金）
●プレー費：10,550円（昼食付き）　●参 加 費：2,000円
●申込締切：9月26日（月）18時
※お申込み多数の場合、先着順となりますので定員に達し次第、締切とさせていただきます
●競技方法：18ホールダブルぺリア方式
●過去賞品実績：dyson羽無し扇風機、iRobot、ノンフライヤー、ワンダーコア、
NIKEキャディバッグ、神戸コンチェルトビアホール招待券、プレミアムモルツ１ケースなど。
※参加賞あり。

第10回シティライフゴルフコンペの開催が決定しました。
今回も都市近郊でアクセス良好な立地ながら、絶景も楽しめる
「新大阪ゴルフクラブ」におきまして、初心者・男女問わない
自由なゴルフコンペを行います。気軽にご参加ください。


