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※駐車場なし。なるべく徒歩で
　ご来場ください！
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本行寺2090-4282-6529（西田）  mail : akutagawajuku@gmail.com
各出展者の情報はブログにて http://ameblo.jp/cocokara-go/ 

実行委員会cocokara 後援：高槻市/高槻市社会福祉協議会

野見神社で開催日

　個性あふれる作家さんや、おいしいものを作
る人たちが大集合する手作りフェスタ。19回目
となる今回は、野見神社で開催いたします。内
容盛りだくさんな一日をぜひお楽しみください。10時～16時  入場無料（少雨決行）

高槻市野見町6-6

※整理券の配布はありません。
※出演者は予告なく変更になる場合があります。

交通アクセス 摂津富田駅より
スクールバスまたはタクシーで5分
※車での来場はご遠慮ください。

場所 藍野ホール 入場料 無料
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太田茶臼山古墳（継体天皇陵）

西国街道
今城塚古墳

名神高速

藍野病院
太田茶臼山古墳（継体天皇陵）

西国街道

名神高速

藍野病院

藍野大学

茨木市東太田4-5-4　2072-627-1711（代表）

藍野大学・藍野大学短期大学部

善 隣 友 好
お笑いライブ＆ マイケルダンスパフォーマンスショー

マイケルダンスパフォーマンス
出演 ： MDP Masaki & the MJ crew
お笑いライブ
出演 ： COWCOW、モンブラン、見取り図

マイケルダンスパフォーマンス
出演 ： MDP Masaki & the MJ crew
お笑いライブ
出演 ： 野性爆弾、スマイル、かまいたち

１部
11:00～12:30
（開場/10:30）

2部
14:30～16:00
（開場/14:00）

スペシャルライブは10/30（日）の開催です
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全国共同制作プロジェクト　

プッチーニ歌劇「蝶々夫人」全幕
［演　出］笈田ヨシ　
［管弦楽］大阪フィルハーモニー交響楽団
長らくピーター・ブルックと共に活動し、ヨー
ロッパの歌劇場ではオペラの演出を数々
手がけ高い評価を得ている世界的演出
家・笈田ヨシが、今回日本で初めてとなる
オペラの演出に取り組む。

ウィーン・フィルと並び世界最高
のウィンナ・ワルツを聴かせるウィ
ーン・フォルクスオーパー交響楽
団。ベテラン指揮者オーラ・ルード
ナーを迎え、ウィーンの名歌手や
バレエダンサーを加えた華麗でウ
ィーン情緒あふれるコンサート。

名古屋フィルハーモニー交響楽団　
　　　　　　　　 大阪特別公演

名古屋を中心に東海地方を
代表するオーケストラ“名フィ
ル”が、4月に音楽監督に就
任した小泉和裕とともに、大
阪に初上陸！ドイツのピアノ
界を代表する演奏家ゲルハ

ルト・オピッツを迎え、ベートーベンのピアノ協奏曲「皇帝」などを披露する。

国際的に活躍するイタリア出身の
ヴァイオリニスト、フェデリーコ・アゴ
スティーニを招き、エネルギッシュな
弦楽アンサンブルとともに「四季」
ほかヴィヴァルディの協奏曲やイ
タリア音楽を披露。本公演を皮切
りにイタリア芸術を楽しむイベント
が大阪各所で開催される。

「世界まるごとクラシック」
   HAPPY NEW YEAR 2017
祝10回!! 過去最大級におもしろい！
笑いの生まれるクラシックコンサート

公演日 ： 1月14日（土）
時　間 ： 13時開場　14時開演
会　場 ： フェスティバルホール （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
4歳からチケット必要。3歳以下は入場不可

指　揮／お話　青島広志
管弦楽／シアターオーケストラ
　　　　トーキョー

威風堂 （々エルガー）、
交響曲第9番「新世界」より
第4楽章（ドヴォルザーク）、
G戦上のアリア（J.S.バッハ）、
さんぽ（久石譲/青島広志編曲）、
歌劇「フィガロの結婚」より
“序曲”（モーツアルト）ほか

　誰もが知っているクラシックの名曲ばかりを集めたお祭りコンサートが、ついに
10回目を迎える。TV番組「世界一受けたい授業」などでも人気の指揮者・音楽
家の青島広志さんが、クラシックの名曲や作曲家について、子どもでも理解でき
るようにおもしろエピソードを交えて解説する。誰もがおなかを抱えて笑ってしまう
異色のクラシックコンサートだ。
　記念すべき10回目の今回は、過去の公演プログラムから選りすぐりの名曲を
中心とした構成になっている。いつもに増して華やかで、おもしろいコンサートに
なること間違いなし！

編集部 Minori

読者限定
5,000円で
豪華なコンサートを
楽しめます！

●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

ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団
ニューイヤー・コンサート2017

日伊国交150周年
記念コンサート　

イタリアの風
～郷愁の旋律に出逢う～

City Life 読者限定

対象公演  1月14日（土）
金額  5,500円→5,000円（全席指定・税込） 
受付期間  10/10（月・祝）10時～
　　　　  12/18（日）23時59分

電話予約 0570-02-9999
Ｐコード  309-655
http://w.pia.jp/p/marugoto17cl/

City Life 読者限定

フェスティバルホール
（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  10/10（月・祝）10時～
　　　　　12/18（日）23時59分
特別電話予約  0570-02-9999
Ｐコード  309-432
http://w.pia.jp/p/butterfly17cl/

対象公演  1月26日（木） 開演18時半

City Life 読者限定

フェスティバルホール
（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9,000円→8,500円（全席指定・税込） 
受付期間  10/10（月・祝）10時～
　　　　　12/18（日）23時59分
特別電話予約  0570-02-9999
Ｐコード  306-036
http://w.pia.jp/p/volksoper17cl/

対象公演  1月5日（木） 開演17時

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール　
大阪市北区大淀南2-3-3
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  A席5,000円→4,500円（全席指定・税込） 
受付期間  9/25（日）～11/13（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  91434
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料 0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  11月20日（日） 開演15時

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール
大阪市北区大淀南2-3-3
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  A席5,000円→4,500円（全席指定・税込） 
受付期間  9/25（日）～11/13（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  91437
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料 0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  11月26日（土） 開演19時

★青島広志による世界一楽しくわかりやすいクラシック！
　 「サルにもわかるクラシック」というCDも出している青島広志が解説。

★TVや映画で聴いた名曲ばかり！
　 クラシック初心者でも問題なし。

★聴くだけじゃない！見て楽しめる！
　 指揮者や演奏者のテクニック、表情が巨大スクリーンに映し出される。

★家族みんなで楽しめる！
　 4歳のお子様から入場できる。

★ドレスコードなし！
　 いつもの普段着でOK。もちろんオシャレしてきても！

「世界まるごとクラシック」を楽しむ

　「トロンボーンのパガニーニ」の
異名を持つ天才ソリスト、クリスチ
ャン・リンドバーグ来日25周年特
別企画！魂を揺さぶるタンゴの名
曲が多数。常識を超えた技巧を難
無くこなし、刺激的なパフォーマン
スで常に高い芸術表現に挑む。

［出演者］トロンボーン：クリスチャン・リンドバーグ、ピアノ：ローランド・
ペンティネン、バンドネオン：イェンス・ルンドベリ

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

タンゴフォリア

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 
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

ザ・シンフォニーホール
大阪市北区大淀南2-3-3　
JR大阪環状線 福島駅 徒歩約7分　
※未就学児は入場不可
金   額  5,000円→4,000円（全席指定・税込） 
受付期間  8月25日（木）～10月16日（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  96863 
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料　0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。 ※学生券は対象外

対象公演  11月19日（土） 開演19時

©Concerto Winderstein


