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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
各センターの利用者や市民から提供された

「防災に対する我が家の備え・取組み・情
報」を各センターのロビー特設スペースで紹
介。防災に対する備えや取り組みについて、
写真やイラストなどで分かりやすく学ぶことが
できる。防災講座や展示などもあり。

9時～22時

■千里丘市民センター（千里丘上14-37）・山
田ふれあい文化センター（山田東1-28-9）・岸部
市民センター（岸部南1-4-8）・豊一市民センタ
ー（垂水町1-53-7）■無料■防災講座は各セ
ンターで1日ずつ開催。定員有■問：豊一市民セ
ンターTEL06-6384-1290　FAX06-6384-
2143　担当：池野

▶ 9/1（木）～30（金）

理系進学を目指している高校生必聴。「光の
研究」の歴史を解説。光に対する人間の興
味と理解が、物理学の歴史そのものになって
いて、現代物理学の柱である量子力学と相
対性理論にもつながっている。光を通じて、自
然界の不思議さと物理学の美しさを伝える。

吹田市の市民センターが防災情報を発信
“地域防災いんふぉ” ４館同時開催

16時～17時半 

■CAFE Lab.グランフロント大阪北館ナレッジ
キャピタル1F■参加費：500円（ワンドリンク付）
■定員：高校生35名■申込：大阪大学21世紀
懐徳堂HPより申込先着順

▶ 9/10（土）

箕面市とクエルナバカ市の学生交流24周
年記念イベント。メキシカン音楽演奏団マリ
アチ・アガベを迎える。市民交歓ダンスパー
ティもあり。

第24回メキシコ文化の夕べ 高校生限定講座
光の不思議 ～創造的知的生活のススメ～

18時半開演※18時開場

■箕面市立メイプルホール大ホール（箕面市箕
面5-11-23）■前売：1,000円・当日：1,500円

（中学生以下は無料）■問：箕面市箕面メキシ
コ友の会TEL090-8190-2146（玉井）　
TEL090-5092-0565（石辻）

▶ 9/14（水）
滝コース (約5km)阪急箕面駅前→瀧安守
→箕面大滝→瀧安寺。
清流からの涼しい風ともみじの緑の中を気
持ちよく歩いてみよう。
水分補給用のお茶持参。保健師及び健康
運動指導士による健康、運動相談有。

みのおウォーキングデイ

■集合場所: 阪急箕面駅前■申込不要
■無料■問：箕面市地域保健室TEL072-727-
9507 FAX072-727-3539

▶ 9/15（木）

俳句と言葉～平成人に送る言葉とは～秋の夜長、おとなの集いにようこそ

「何か活動をしてみたい」「地域や社会の役
に立ちたい」といった思いを形に変え、これか
らの生き方について講義やボランティア体
験などを通して考える市民の学び舎。

吹田ではじめるソーシャルな生き方
“eNカレッジすいた　3期生募集！”

全6回

■ラコルタ「吹田市立市民公益活動センター」
（吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ
6階）■費用：300円（ボランティア活動保険）
■定員：30名（多数抽選）■申込方法：電話、
FAX、メールにて氏名・連絡先・年齢・受講動機
を明記の上、9/16（金）までにラコルタへ■問・
申込：TEL06-6155-3167/FAX06-6833-
9851/info@suita-koueki.org

▶ 9/24（土）～11/12（土）

五・七・五のリズムで詩になる素晴らしい日本
語。短い言葉で表される感性、美しい言葉の
数々は次の世代に引き継ぎたい。短い言葉
から見えてくるものがある。そんな五・七・五、
俳句のお話。

宇多喜代子さんに学ぶ

14時～16時※受付13時半

■吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷和室
（吹田市南高浜町6-21）■入場料一般1,000円
賛助会員800円正会員500円・学生無料（当日
学生証提示）■問・申込：TEL06-4860-9731
または直接浜屋敷へ（9時～21時）

▶ 10/1（土）グリーンホールの広 と々したホワイエ（ロビー）
に様々な音色があふれ、飲み物を片手に、気
軽に、豊かな音楽を愉しむひととき。秋の夜
長にジャズ、コーラス、アコーディオンと、ムー
ディーな大人の雰囲気で贈る。

ホワイエコンサート「集」vol.5

18時開演※17時半開場

■グリーンホールホワイエ（箕面市西小路
4-6-1）■入場料:200円（ソフトドリンク付）※別
料金でアルコール有■問：（公財）箕面市メイプ
ル文化財団TEL072-723-2525

▶ 10/1（土）

※当日6時55分時点のNHK放送の天気予報で
　大阪の降水確率が50％以上の場合中止。

北摂イベントEvent

～妊娠しやすい体作り～

英ウィメンズクリニック、 クリニックママにて漢
方外来担当。 タンポポ茶ショウキT-1開発者
の医学博士邵輝先生が心身共に整えるため
に必要なこと伝える。治療中の方も、これから
妊娠を考える方も対象。
※お子様連れはご遠慮下さい。

妊活セミナー開催

セミナー11時～・個別相談会12時半～

■千里朝日阪急ビル（豊中市新千里東町
1-5-3）■定員：30名（完全予約制）■入場無
料・要事前申込■問：漢方薬局柚花香房
申込専用番号080-2421-8261（井上）

▶ 9/18（日）
講師　医学博士邵輝先生

涙と笑いの宴。悲しみのオペラと楽しいオペ
レッタの2大傑作から、グラスが結ぶ愛と悲喜
交々の名曲の数々。
ハイライト形式第1部「椿姫」第2部「こうもり」

箕面シティオペラ第15回公演
声のKYOUEN

14時開演※13時半開場

■箕面市立メイプルホール大ホール（箕面市箕
面5-11-23）■入場料:前売3,500円・当日
4,000円《全自由席》※メイプルフレンド会員各
1割引■未就学児入場不可■問 :TEL072-
721-2123

▶ 9/17（土）

10時～正午頃解散

箕面公園に関わるさまざまな人やその活動内容をご紹介。

http://mip.citylife-new.com/

箕面公園っていいね！投稿お待ちしてます。

〈イベントのお知らせ〉
◯自然観察会9月
　―ちょっとマニアック！ 羊歯（シダ）にせまる―

日時：9月11日（日）　10：00～12：30　雨天中止
集合：昆虫館まえ　　定員：20名　※要事前申込み　　参加費：100円/1人

◯第5回みのおこうえん寄席　
　―「ヅカファン」「落語ファン」必見！！
　　　　　林家花丸「宝塚歌劇の魅力」満載の特別公演―

昼・夜2席　いずれも川床弁当つき
出演：林家 花丸　（落語、スライドショーほか）　
日時：10月1日（土）　
　　　・昼席：受付13：00（昼食事13：00～14：00）
　　　　　　　口演　14：15～16：00
　　　・夜席：受付18：00（夜食事18：00～19：00）
　　　　　　　口演　19：15～21：00
会場：箕面公園梅屋敷
料金：昼・夜各席4,000円（川床食事付き）
　　　＊通し券　5,500円（夜の川床食事付き）

問合せ・申込：072-721-3014（箕面公園管理事務所）

　今回で5回目を迎える「みのおこうえん寄席」は、林家花丸さんを
迎えて公演を行います。
　林家花丸さんは宝塚歌劇の大ファン。「宝塚歌劇の公演で落
語を基にしたストーリーがあり、アドバイザーになった縁で公演を観
て虜になりました」と、1年間で61回も鑑賞したことがあるほど熱烈
なファン。今回の寄席はその「宝塚歌劇」を基にした落語を披露し
ていただきます。「宝塚ファンの方にはより深く、ヅカに行かれたこと
のない方には、興味を持って頂ける公演となっています。もちろん落
語ファンの方にも、存分に楽しんでいただけます。」と花丸さん。今
回の「みのおこうえん寄席」は昼・夜の2席で、それぞれに川床で食
べる特製お弁当がついています。どっぷり花丸ワールドを楽しみた
い方にはお得な通し券も。詳しくは公園事務所へお問合せを。他に
も9月11日（日）におかまち・あーとらんどYOU2で開催される「岡町
落語ランド」でも高座に立つ予定。今後の花丸さんの公演スケジュールはFacebook
ページでご確認ください。https://www.facebook.com/hayashiyahanamaru

「ヅカファン」「落語ファン」必見　
林家花丸さんの寄席を開催
「ヅカファン」「落語ファン」必見　
林家花丸さんの寄席を開催

みなさんから投稿いただいた写真などの「いいね」情報を掲載しています。
みなさんが見つけた情報や写真をお待ちしてます。携帯からも投稿できま
す。右のQRコードを読み込んでニックネーム、お住まいの地域（◯○市）、
年齢を記載して送信してください。

林家花丸さん
高校2年生の時、桂枝
雀師匠の落語をテレ
ビで聞き、「世の中にこ
んなおもしろいものが
あったのか」と衝撃を
受け、落語家になる。
平成26年第9回繁昌
亭大賞、平成26年度
文化庁芸術祭賞優秀
賞、平成22年第5回
繁昌亭爆笑賞、平成
11年なにわ芸術祭新
人賞受賞。

箕面公園の川床で、食事をした後、
寄席が楽しめる。

定員：各席30名　
　　　※要事前申込み
締切：9月26日（月）　
　　　＊定員になり次第締切り
協力：川床音羽山荘

みのおこうえん寄席

商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

吹田商工会議所 豊中商工会議所 箕面商工会議所

著書の累計発行部数５０万部超！
カリスマ講師による営業マン育成講座開講

合計7,471万円の開店資金を集めた
２人の実践者が語る成功の法則

「失敗しない 飲食店のクラウドファンディング」

地元（箕面市内）金融機関融資ご担当者様と
事業者様との「北摂金融機関交流会」

◆日時：9/29（木）13時30分～15時30分
◆対象：中小規模の飲食店経営者・同広報担当者、
　　　 およびこれから飲食店開業を予定している方等。
◆会場：豊中商工会議所 会議室
　　　 （豊中市岡町北1-1-2／阪急岡町駅下車すぐ）
◆講師：（株）鯖や・（株）SABAR 代表取締役サバ博士 右田孝宣さん
　　　 （株）マリブ 代表取締役 浜口太志さん
　　　 （株）ゴエンジン　代表取締役／
　　　 　　テレビ番組プロデューサー　奥田良太さん
◆参加費：豊中・箕面・池田商工会議所会員 500円　　一般 1,000円
◆内容（予定）：
　・クラウドファンディングの基礎
　・「とろさば料理専門店SABAR」開業にクラウドファンディングを使ったワケ
　・穴子料理専門店オーナーが語る、約4,000万円集めたお店のコンセプトとは？
　・現役テレビ番組プロデューサーからみた、メディアが取り上げたくなるお店の理由
　・質疑応答　

開催日時：平成28年11月2日（水）　10：00～16:00
定      員：先着50名
講      師：(株)マーケティング・トルネード　代表取締役　佐藤 昌弘　氏
対      象：若手・中堅営業社員、営業幹部
受講料（税込）：会員 8,000円/名　一般 15,000円/名
申込方法：10月21日（金）までに、
　　　　　吹田商工会議所HPの申込フォームから送信してください。

　「個人としての営業スキルアップと、会社としての営業力アップ、
そして売れる仕組みづくりをいかに実現するか？」そのひとつの答え
を、著書の累計発行部数が50万部を超える「言葉の魔術師」佐藤 
昌弘氏より解説して頂きます。ある企業で今回のプログラムを行っ
たところ、たった1日で業績が１．５倍になった実績も！顧客心理をつ
かむ魔法のセールストークと、売れる仕組み作りを学ぶ滅多にない
機会をご活用ください。

■スケジュール
受付開始：午後５時３０分
第 １ 部 ：午後６時～７時１５分
　　　　  セミナー「金融機関を取り巻く状況について」
　　　　  各金融機関のＰＲと質問タイム
第 ２ 部 ：午後７時３０分～９時００分
　　　　  異業種交流もできる「名刺交換会」
講師＆進行：株式会社ネクストフェイズ　
　　　　  代表取締役　東川　仁氏

■本件に関するお申込み・お問い合わせ
箕面商工会議所　ＴＥＬ０７２－７２１－１３００
http://www.minohcci.or.jp

開催日時：平成２８年９月１６日（金）
開催場所：箕面文化・交流センター 地下１階（みのおサンプラザ１号館）
参 加 費：箕面商工会議所 会員様５００円（税込）
　　　　（または豊中・池田商工会議所、能勢町・ 豊能町商工会会員様）
　　　　上記以外の事業者　２０００円（税込）

■当件に関するお問い合わせ・お申込み
　豊中商工会議所　中小企業相談所（電話：06-6845-8006）
　http://www.ooaana.or.jp/

■お問合せ先　吹田商工会議所　講習会担当
TEL (06)6330-8001　（平日 9:00～17:15）
E-mail : suitacci@suita.cci.or.jp　HP: http://suitacci.com

講師の荒井先生

講師の右田さん（左）と
浜口さん（右）

地元（箕面市内）金融機関にて、実際に事業資金の融資をご担当されている
方をお招きし、地元事業者様とおつなぎいたします。




