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公共交通機関をご利用ください。

9：30 ―16：30（入場16：00まで）  万博記念公園・東の広場 会費 350円（小学生以下無料）

雨天決行 ※荒天により中止となる場合がございます。

ロハスフェスタ 検  索LOHASFESTA LOHAS_FESTA

　ロハスフェスタの会場に子どもが楽しんで学べるワークショップ
エリアが登場します！見て、聞いて、触れて、参加できるプログラム
でロハスフェスタの新しい楽しみ方を提案します。そこでワークシ
ョップでご出展いただく出展者を募集中！
■ 2016年10月29日（土）、30日（日）9:30～16:30（入場は16:00まで）
■ 万博記念公園・東の広場
■ ロハスフェスタ万博公園 2016 AUTUMN（同時開催）
■ 出展料の詳細は下記メールでお問い合わせください
■ 募集店舗は30ショップ（予定）

キッズワークショップ出展者 募集中！

主催　ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ

開催中は駐車場が満車となり、周辺道路が大混雑するとともに駐車場の入出庫に数時間かかる場合があります。
※10/29（土）はJリーグの試合が開催されます。

件名に「キッズワークショップ」出展希望とご記入いただき、お名前、
住所、メールアドレス、出展内容、画像２点（ワークショップの写真、商
品写真）を下記までメールください。
lohas-office@cityl i fe-new.com 
担当より詳細をご返信させていただきます。

みんなでロハスフェスタ会場を飾って下さい。お家にあるハギレなどでかわいいオーナメント
（三角旗）を作ってお送りいただくか、会場にご持参下さい。ご協力をお願い致します。
詳細は下記より http://eventcontents.lohasfesta.jp/e116067.html 

みんなでロハスフェスタ会場を飾って下さい。お家にあるハギレなどでかわいいオーナメント
（三角旗）を作ってお送りいただくか、会場にご持参下さい。ご協力をお願い致します。
詳細は下記より http://eventcontents.lohasfesta.jp/e116067.html 

※障がい者手帳をお持ちの方ご本人と介助者１名無料 ※別途公園入園料（大人250円・小中学生70円）が必要 ※イベント内容は変更になる場合がございます。

（三角旗）

イベント当日は駐車場や周辺道路が大変混雑いたします。公共交通機関をご利用ください。
大阪モノレール「万博記念公園駅」より徒歩10分

9月3日（土）前売チケット発売！

平日：前売300円/当日400円　土・日・祝日：前売400円/当日500円
※すべて消費税込　※中学生以下入場無料　※別途公園入園料が必要（大人250円／小中学生70円）

会場：万博記念公園 東の広場

10時～18時（公園の入園は16時半まで）

主　　催 ： MBS
企画制作 ： ロッキング・オン・ジャパン
協　　賛 ： 宝酒造株式会社／パナソニック株式会社
後　　援 ： 大阪高速鉄道株式会社
協　　力 ： FM802／FM COCOLO／アサヒビール株式会社／
　　　　　キリンビールマーケティング株式会社
運　　営 ： キョードー大阪
お問い合わせ ： キョードーインフォメーション 0570-200-888（10時～18時）
　　　　　http://manpaku.jp/osaka

日本全国から“秋の旨いもん”が大集結する食の祭典「まんパク」が今年も開催！今年は、海
鮮、肉料理、ラーメン、スイーツなど9ジャンル約80店舗が登場し、そのうち約30店舗が初登
場！MBSの人気番組「魔法のレストランR」がプッシュ＆サポートする名店グルメのほか、物産ブ
ース、パフォーマンスステージ、キッズエリアなど、コンテンツもたくさん。うまいもんの数々に心
とお腹が満たされる8日間。家族や友だちと一緒に「食欲の秋」を堪能しよう。

巨大フードフェス、今年も開催

まんパクin万博2016
約80店舗が集結2週連続計8日間

10月8日  ・9日  ・10日   ・11日  /14日  ・15日  ・16日  ・17日
2016年

火

10/7（金）まで主要プレイガイド、
コンビニエンスストアなどで発売

まんパク史上初！
幻の高級魚を
限定販売！

「風屋」 のどぐろ塩焼き 時価

「まぐろや黒銀」
本鮪 三色丼2,000円

「1ポンドのステーキ 
ハンバーグタケル」
プライムオニオンステーキ丼
1,000円

「名古屋 鳥開」
名古屋コーチン
親子丼
1,200円

10/14～17のみ
「麺や 鳥の鶏次」
焦がし濃厚鳥塩パイタンの
炙り肉盛りそば800円

「世界のビールブース」
世界のビール各種500円～900円10/8～11のみ

「かき氷専門店 ドギャン」
イチゴミルクエスプーマ
600円

茨木市立ギャラリー展覧会

10時～19時（最終日は17時まで） 
水曜休館

■茨木市立ギャラリー（阪急茨木市駅ロサヴィ
ア2階）■入場無料■問・TEL072-621-1850

一般社団法人J-CAPTAチーフディレクター
の木村里美さんを招き、障がいのあるこども
への暴力防止プログラムを通じて、すべての
こどもにとっての安心・自信・自由の権利を考
える。

すべてのこどもの安心・自信・自由って？
～障がいのあるこどもへのCAPプログラムを通して考える～

■高槻市立富田ふれあい文化センター地下・小
ホール（高槻市富田町4-15-28）■対象：高槻
市民または通勤・通学の方■定員：60人■入場
無料■保育：先着5名（3歳以上～就学前）※
9/9（金）までに要申込■手話通訳あり■問：
TEL 072-694-5451/ tondac@city.takatsuki.
osaka.jp

▶ 9/16（金） 10 時～ 12 時半

日本画、洋画、立体造形、工芸、書、写真、デ
ザインの7部門での出展作品を展示。

第55回高槻市美術展覧会

■高槻現代劇場（阪急高槻市駅より徒歩5分）
■入場無料■問：TEL072-674-7414/FAX-
072-674-7721（高槻市市民生活部文化スポ
ーツ振興課）

10時～20時（最終日は16時まで）
▶ 9/21（水）～9/25（日）

「自然と共に…」をテーマにしたお祭り。身体
に優しい「食」の提供や、アロマクラフト、多
肉植物寄せ植えなどの体験。また、漢方、薬
膳など身体と向き合う学びの場を提供する。

めぐりあいフェスタVol.1

■立命館いばらきフューチャープラザ1階イベン
トホール2・3（JR茨木駅より徒歩5分）■入場無
料■問：meguri.i.meguru@gmail.com

①基本操作・ワード ②エクセル

就職困難者対象の
パソコン初級講座

どちらも10時～15時（昼１時間休憩）
土・日は休み

■高槻市立富田ふれあい文化センター（高槻
市富田町4-15-28）■対象：就労を目指すひとり
親家庭の親、障がい者、若年者、中高年齢者な
ど（単なる技術の取得や趣味が目的での申込み
は不可）■定員：10人（多数抽選）■受講料：無
料※但しテキスト代として①2,300円②1,200
円が必要■申込：ハガキに、住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、保育希望の有無を書いて『〒
569-0067高槻市桃園町2-1高槻市役所 産
業振興課』まで■締切：9/15（木）必着■問：
TEL 072-674-7411（高槻市産業振興課）

▶ ①9/26（月）～10/12（水）の
　　間で全9回
▶ ②10/17（月）～10/21（金）の
　　間で全5回

【第１部】
揚琴：付虹（フホン）/喜洋洋、シルクロード、ジ
ャスミンの花など

【第2部】
ピアノ：井前典子/ヴァイオリン：井前慶子/ヴィ
タリ：シャコンヌ、ラヴェル：子守唄、サン＝サー
ンス：死の舞踏など

10.1「国際音楽の日」の集い
ミュージックフォーラム

■茨木市立男女共生センター ローズWAM ワ
ムホール（茨木市元町4-7）■入場無料（要入
場整理券）■問：TEL072-626-4954（関西芸
術文化アカデミー・法幸）

▶ 9/25（日） 13 時開演（開場 12 時半）

高槻市立展示館けやき
展覧会

10時～19時（最終日は17時まで）
木曜休館

■高槻市立展示館けやき（阪急高槻市駅「ミン
グ・阪 急 高 槻 」2 階 ）■ 入 場 無 料 ■ 問：
TEL072-674-7700

第7回 カメリア油絵作品展
▶ 9/9（金）～9/14（水）

第43回 グループ・コンテ絵画展
▶ 9/16（金）～9/21（水）

フォトクラブ遊・遊 写真展
▶ 9/23（金）～9/28（水）

第13回 ひまわり水彩画クラブ展
▶ 9/30（金）～10/5（水）

9月の動物愛護週間に伴い、動物愛護活動
に取り組む女性が撮影したモノクロ写真を
展示。写真を見た人が色を想像することで、
動物たちの心も想像し、命の大切さについて
考えてほしいとの思いが込められてる。

動物愛護週間写真展

■イオンモール茨木 2階中央エスカレーター
横（茨木市松ヶ本町8-30）■入場無料■問：
072-620-1603（市民文化部市民生活相談
課）

10時～16時
▶ 9/28（水）～10/1（土）桂吉弥　略歴

テレビ・ラジオのレギュラーを持つ傍ら、落語の
持つ魅力を多くの人に伝えようと、関西を中
心に全国で独演会や落語会を開催。NHKテ
レビ朝の連続ドラマ「ちりとてちん」に出演。茨
木市出身・春日丘高校、神戸大学卒業。

桂吉弥落語会

■富田本照寺本堂（高槻市富田町4-4-27）■
入場料：2,500円（当日2,800円）、小・中学生
1,500円（乳幼児は入場不可）■申込・問：TEL
・FAX072-685-2224/mishimakodomo@
sunny.ocn.ne.jp（NPO法人三島子ども文化ス
テーション）

▶ 10/1（土） 
14 時開演

～ボタニカルな暮らし・植物の力を信じる～

▶ 9/22（木・祝）
10時～16時

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

北摂イベント
▶ 9/1（木）～9/6（火）
二人展（洋画）

▶ 9/8（木）～9/13（火）
アトリエ吉川絵画展（洋画）

▶ 9/22（木・祝）～9/27（火）
ゆうこ展（水彩画・書）

▶ 9/29（木）～10/4（火）
第6回アレグレ会・水彩画展（洋画）

▶ 9/15（木）～9/20（火）
第9回絵画クラブ“パープル”水彩画展（洋画）


