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ミッシャ・マイスキー 
チェロリサイタル
　現代を代表する、世界的に人金の高い
トップ・チェリストのひとり。ラトヴィア出身。
［プログラム］バッハ：無伴奏チェロ組曲 第
1番 ト長調、サン＝サーンス：オペラ「サム
ソンとデリラ」より、アリア「あなたの声に心
は開く」、ドビュッシー：ミンストレル（前奏曲
集第1集より12番／マイスキー編）ほか

水森かおりコンサート
～歌謡紀行～
　愛され続ける『歌謡紀行』シリーズでおなじ
み、ご当地ソングの女王・水森かおりが神戸で
のコンサートを2年ぶりに開催。ヒット曲「鳥取砂
丘」、「熊野古道」や新曲「越後水原（えちごす
いばら）」など日本の名所を歌で巡る。オリコンシ
ングルチャートで13作品連続上位にランキン
グ。高い歌唱力で常に人気のあるコンサート。

日本の伝統楽器＆ヴァイオリン＆アコーディオンが
共鳴した新感覚のコンサート

公演日 ： 9月23日（金）
時間 ： 17時半開場　18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
※未就学児童は入場不可

※曲目は変更になる場合があります

リベルタンゴ、午後の汀、
CANTATA!、Salamandra　ほか

（一部）

美しい十代／知床旅情／夏の思い出／
夏は来ぬ／ふるさと／学生時代／
青葉城恋歌／あの素晴らしい愛をもう一度／
戦争を知らない子供たち／精霊流し／
愛燦燦／君の瞳は１万ボルト　ほか
※曲目は変更になる場合があります

　今年で3年目になる「TFC55」のコンサート。“TFC”とは、雅楽の貴公子・
東儀秀樹、神のヴァイオリニスト・古澤巌、革命的アコーディオニスト・coba
の名前の頭文字をとったもの。“55”は、偶然にも同い年だった3人が2014
年にアルバム『TFC55』をリリースしたときの年齢だ。この三楽師が、3人な
らではのサウンドを追求し、誰にも真似できない芸術性豊かな音楽を奏でる。
　ジャンルにとらわれず、ジャズやロック、クラシックなどをアレンジしたものや、
オリジナル曲も。東洋と西洋、歴史と文化を超えて、三種の楽器が奇跡のコ
ラボレーションを果たしている。伝統を重んじながらそれぞれの世界を確立し、
常に新しいステージへと挑戦し続けるこの3人だからこその必然的な出逢
い。合間に繰り広げられるトークの掛け合いも人気で、会場は笑いに包みこ
まれる。3人の個性が音に表れ、いまだかつてない、世界的に見ても稀有な
コンサートは必見必聴だ。

懐かしのあの歌を一緒に歌おう！
「歌声ホール vol.3」
懐かしいあの時代にタイムスリップ！
　“歌声喫茶”が復活！　1950年代に流行った、ピアノやアコーディ
オンなどを生演奏に、喫茶店などでお客さんと一緒にフォークソング
などを歌うというもの。今また注目を浴びている。1970年代「歌声喫
茶」の最後期にソングリーダーとして活躍していた小泉陽子と、同時
期にフォークソンググループ「火の鳥」のメンバーとしてメジャーデビ
ューし、幅広く活動していた下園弘明が中心となり、10年ほど前に
懐かしの名曲をお客様と一体となって大合唱するという企画がスタ
ート。それがこの歌声ホールだ。懐かしい話を交え、会場の皆さんと
大合唱していくうちに30年前、40年前へ、あっという間にタイムスリ
ップ。懐かしい青春時代の情景や想い出が蘇る。

東 儀 家は、奈良時 代から今日まで
1300年間雅楽を世襲してきた楽家。
宮内庁楽部在籍中は篳篥（ひちりき）
を主に、琵琶、太鼓類、歌、舞、チェロを
担当。宮中儀式や皇居での雅楽演奏
会などに出演するほか、海外での公演
にも参加。俳優としてＮＨＫ大河ドラマ

「篤姫」では孝明天皇役などで活躍。

東儀秀樹
とうぎひでき （雅楽師）

日本音楽コンクール第１位。ヨーヨー・マ
やステファン・グラッペリなどの世界的な
アーティストとも共演。2007年度「ベス
トドレッサー賞」受賞。2011年ＮＨＫ大
河ドラマ「江～姫たちの戦国」古田織
部役で出演。2013年には、フィギュア
スケートの鈴木明子選手に曲「愛の讃
歌」を提供。ソチオリンピックのショート
プログラムでも使用された。

古澤巌
ふるさわいわお （ヴァイオリニスト）

18歳でイタリアに留学。1980年ウィー
ンにてC.M.A世界アコーディオンコン
クールで東洋人として初優勝。以来、ヨ
ーロッパ各国でCDリリース、チャート1
位獲得。作曲家として映画、舞台、テレ
ビ、CM音楽をプロデュース。フィギュア
スケートの高橋大輔選手や体操の寺
本明日香選手がオリンピックで楽曲を
使用し話題に。

coba
こば （アコーディオニスト）

編集部 Minori

単なる和×洋ではない。
異なる楽器の

“合奏”でもない。
この3人にしか成し得ない、
想像を超えた新ジャンルの
音楽に身震いしました。

●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

パリ国立オペラ座 少年少女合唱団
　フランスのトップとして、国内だけで
なく世界的にも活躍するパリ国立オペ
ラ座の専属合唱団が、ついに初来日！
今回は、三大レクイエムと称されるガブ
リエル・フォーレの「レクイエム」を中心
に、フランス人作曲家の大作をフラン
スの子どもたち70人が熱唱する。

［指揮］ガエル・ダーシェン　
［ピアノ/オルガン］バティスト＝フォロリアン・マール＝ウヴラール

対象公演  11月1日（火） 開演18時半

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　
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可
金   額 S席6,800円→6,300円（全席指定・税込） 
受付期間 7/25（月）～10/16（日）
　　　　  10時～23時59分
特別電話予約  0570-02-9999
P コ ード  599-182
http://w.pia.jp/p/parisopera16cl/

ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団
　90年以上の歴史を持つ、欧州屈指
のオーケストラが、同オーケストラの桂
冠指揮者でもある小林研一郎、日本を
代表するピアニスト・仲道郁代と共に珠
玉の名曲をお届けする。

［プログラム］ブラームス：ハンガリー舞曲
第1番・第6番・第5番、グリーグ：ピアノ
協奏曲　イ短調作品16、ベルリオー
ズ：幻想交響曲　作品14

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　
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可
金   額 S席12,000円→11,000円 （全席指定・税込） 
受付期間 7/25（月）～10/16（日）
　　　　　 10時～23時59分
特別電話予約  0570-02-9999
P コ ード  599-183
http://w.pia.jp/p/hungarianphil16cl/

対象公演  11月2日（水） 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　
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可
金   額 S席8,000円→7,500円 （全席指定・税込） 
受付期間 7/25（月）～10/16（日）
　　　　　 10時～23時59分
特別電話予約  0570-02-9999
P コ ード  599-184 
http://w.pia.jp/p/maiskis16cl/

対象公演  11月18日（金） 開演19時

City Life 読者限定

神戸国際会館　こくさいホール
各線三ノ宮駅より徒歩約5分　
※未就学児は入場不可
金   額 S席6,700円
　　　　  →昼公演6,000円、夜公演5,000円
　　　　  （全席指定・税込） 
受付期間 7/25（月）～10/16（日）10時～23時59分
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  53599 
※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22日（土） 開演13時/17時

City Life 読者限定

対象公演  9月23日（金）

金額  6,800円→5,500円
（全席指定・税込） 
受付期間  7月25日（月）～8月31日（水）
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  96652
※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）

左から、古澤巌、東儀秀樹、coba

公演日 ： 8月30日（火）
時間 ： 11時開場　11時半開演
会場 ： ザ・シンフォニーホール
　　　 （大阪市北区大淀南2丁目3-3）　
JR大阪環状線 福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可

City Life 読者限定

対象公演  8月30日（火）

金額  3,000円→2,500円
　　　 （自由席・税込） 
受付期間  7/25（月）～8月21日（日）
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  53787
※制限枚数　お一人様4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）

小泉陽子、下園弘明＆フレンズ

オリジナル歌集は
貸し出されるの
で、歌詞が分から
なくても大丈夫！

8月11日（木・祝）公開　ＴＯＨＯシネマズ梅田他全国ロードショー

ペット

　留守中、愛するペットた
ちは何をしてるのだろう？
主人公の雑種犬マックス
は、飼い主ケイティに愛さ
れ幸せな日々を送ってい
たが…。家族に加わった大
型犬デュークのせいで、と
んでもない大事件に巻き
込まれていく。ペットたち
の笑いと感動と絆の物語。監督：クリス・ルノー、ヤーロウ・チェイニー

声の出演：バナナマン（設楽統、日村勇紀)、佐藤栞里、永作博美

Universal Studios.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。

8月13日（土）公開　シネ・リーブル梅田ほか

ロング・トレイル！

　総距離約3500Kmの長
距離自然歩道「アパラチア
ン・トレイル」。故郷米国で
半隠居のような生活を送る
作家のビルは、この踏破を
思い立つ。共に歩むのはワ
ケありの旧友カッツ。性格
も生き方も正反対のシニア
コンビが歩む、美しく厳しい
大自然の中の珍道中に、人
生の意味を重ねていく。

監督：ケン・クワピス
出演：ロバート・レッドフォード、ニック・ノルディ

2015 BIG WALK PRODUCTIONS, LLC｠ ALL RIGHTS RESERVED.c

※PG12

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）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

＜上映中＞
●ONE PIECE FILM GOLD
●ファインディング・ドリー
●ポケモン･ザ･ムービーＸＹ＆Ｚ ボルケニオンと
　機巧（からくり）のマギアナ
●HIGH&LOW THE MOVIE
●インデペンデンス・デイ　リサージェンス
●死霊館　エンフィールド事件
●KINGS GLAIVE FAINAL FANTASY
●それいけ！アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ
●アリス・イン・ワンダーランド　時間の砂
●TOO YOUNG TO DIE! 若くして死ぬ
●日本で一番悪い奴ら
●貞子VS伽椰子

＜今後の上映＞
●シン･ゴジラ（7/29～） ●ターザン ＲＥＢＯＲＮ（7/30～）
●秘密 THE TOP SECRET（8/6～）
●ルドルフとイッパイアッテナ（8/6～）
●劇場版 仮面ライダーゴースト/劇場版 動物戦隊ジュウオウジャー（8/6～）
●ペット（8/11～） 
●X-MEN アポカリプス（8/11～）
●ジャングル・ブック（8/11～）
●劇場版  アイカツスターズ（8/13～）
●ゴーストバスターズ（8/19～）
●傷物語Ⅱ　熱血篇（8/19～）  ●青空エール（8/20～）
●ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影〈シャドウズ〉（8/26～）
●君の名は。（8/26～）
●後妻業の女（8/27～）

■イオンシネマ茨木

　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『イオンシネマ茨木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8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。

茨木市松ケ本町8-30-2　イオンモール茨木4F
上映時間案内 2072-621-0807

イオンシネマ茨木


