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陶磁器の生み出す文化についてや描かれ
た文様の意味、またルーツである中国との関
係についてもご紹介。

秋季特別展
やきものグラフィティー

■白鹿 記 念 酒 造 博 物 館（ 西 宮 市 鞍 掛 町
8-21)■入場料：一般500円/中小生250円
■問：TEL0798-33-0008

10時～17時　※入館は16時半まで
火曜休館
※10/17（月）は展示替えのため観覧不可

▶ 開催中～11/21（月）

20世紀の前衛美術を代表する画家・吉原
治良の生涯を、芦屋市立美術博物館と大
阪新美術館建設準備室の所蔵作品から厳
選した約90点でたどる。

芦屋市立美術博物館
未知の表現を求めてー吉原治良の挑戦
芦屋市立美術博物館＆大阪新美術館建設準備室　共同企画

■芦屋市立美術博物館（芦屋市伊勢町12-25）
■入場料：一般800円/大高生500円/中学生
以下無料■問：TEL0797-38-5432

10時～17時　※入館は16時半まで
月曜休館
※10/10(月・祝)は開館、10/11(火)は休館

▶ 開催中～11/27（日）

10/1は「国際コーヒーの日」。UCCコーヒー
博物館では「トルコ」をテーマにしたイベントを
開催。トルココーヒーの実演と、古い時代から
コーヒー飲用と深い関わりをもつ地域で踊ら
れてきたベリーダンスを楽しもう。

「国際コーヒーの日」特別企画
トルココーヒーとベリーダンス

■UCCコーヒー博物館 特別展示室（神戸市
中央区港島中町6-6-2）■参加無料■定員無
し（参加人数によって入場制限する場合あり）
■問：TEL 078-302-8880

10時半～/13時～/15時～
※各回およそ50分

▶ 10/1（土）

墨流しと言われる技法で繊細な模様を描くカ
ラフルでユニークな萩焼の作品をご紹介。

金子 司　陶展

■ギャラリーショップSi（神戸市中央区元町通
4-1-5 2F）■入場無料■問：TEL078-341-8810

◆第1部
バーンズ：アルヴァマー序曲
ファリャ：三角帽子　第二組曲　ほか
◆第2部
時代劇絵巻
ジュラシック・パーク
スーパーマリオブラザーズ　ほか

西宮フィルハーモニーバンド 
第16回定期演奏会

■アミティホール（西宮市六湛寺町10-11）■
全席自由・入場無料■問：TEL0798-74-4070

14時　※13時半開場
▶ 10/10（月祝）

本場のインド料理や、エキゾチックで煌びやか
なインド服・雑貨などのお店が並び、ステージ
ではインド舞踏や楽器演奏が楽しめる、西日
本最大のインドフェス。まさに神戸がインドに
染まる３日間。

India Mela 2016

■なぎさ公園inHAT神戸（神戸市中央区脇浜
海岸通2-2-2）■入場無料
■問：TEL:06-4860-6878

8(土)15時～20時/9(日)10時～20時
10(月)10時～19時

▶ 10/8（土）～10（月・祝）

神戸栄町にある小さなアトリエショップHuddle
（ハドル）。手仕事でしか作り出せないアクセサ
リーはひとつひとつ大切に小さなアトリエから
毎日生み出されている。秋の新作をはじめ、定
番の商品など様 な々商品が並ぶ。

期間限定ショップ
「ハドル」in大丸神戸店

■大丸神戸店１階アクセサリーイベントスペース
（元町玄関正面）■入場無料
■問:TEL078-332-1635

10時～20時
▶ 10/12（水）～18（火）ハロウィンの仮装をして、ハーバーランドガス

燈通りをパレードしよう。そこで、パレードに参
加してくれる元気いっぱいのキッズを大募
集。パレードの後にはお楽しみプレゼントがも
らえるよ。※雨天時はumieセンターストリート
「にしむら珈琲前」に集合

キッズ仮装パレード
参加者大募集

■はねっこ広場（神戸市中央区東川崎町
1-5-7）■参加無料■定員：約200人■参加対
象：中学生以下■問：078-360-3639（神戸ハ
ーバーランド総合インフォメーション）

※受付は当日12時～
▶ 10/22（土）　13 時～ 14 時（予定）

映画が日本に初めてやってきた神戸。来年、
神戸港の開港150年にちなんで映画の主
人公やキャラクターになりきれる仮装コンテ
ストを開催。入賞者には豪華賞品が。お友
達やご家族での参加大歓迎。エントリーはハ
ーバーランド公式HPから

シネマキャラ仮装コンテスト
出場者大募集

■神戸ハーバーランドスペースシアター（神戸市
中央区東川崎町1-3-3）■定員：70組■問：
078-360-3639（神戸ハーバーランド総合イン
フォメーション）

▶ 10/30（日）　13 時～ 16 時（予定）

▶ 10/5（水）～23（日）
11時～19時　※最終日は17時まで
月・火曜定休

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

阪神・神戸イベントEvent

吉原治良　
《芦屋川の見える静物》　
1928年　油彩、カンヴァス
芦屋市立美術博物館蔵

スイーツめぐりの期間内でしか食べられな
い、スペシャルなスイーツが登場。上品な
スイーツをはじめ、灘の酒を使ったスイー
ツ、子ども向けの甘いスイーツと、親子で
楽しめる珠玉のスイーツが揃います。

バスチケットを使って参加スイーツ店から
2つ以上スタンプを集めると、抽選で賞品
が当たる（スタンプは1店舗につき1つ）

期間中は区内各所で試食めぐりやハロウ
ィンイベントなどのイベントを開催します。

ダウンロードしたら、すぐに使える便利なス
イーツめぐり案内アプリが登場。施設の情
報やルート案内が表示されるので快適にス
イーツめぐりを楽しめます。

　　　　　Webからご応募ください
http://present.
citylife-new.com
応募期限：
10/10（月・祝）まで

スイーツめぐりルートバス
１日フリーパスチケット

50組100名

42店
が参加

主　催

ひがしなだスイーツめぐり実行委員会　
お問い合わせ

神戸市イベント案内・申込センター 
Tel.078-333-3372（年中無休 8：00～21：00）ひがしなだスイーツめぐりの詳細は

ひがしなだスイーツめぐり  で検索

第
6
回

応募方法　

グルメシティ 住吉店 神戸市東灘区住吉宮町3 -5 - 11
（JR住吉駅より徒歩3分・阪神住吉駅より徒歩5分）1078-811-0341

アルバイト
未経験・学生・フリーター・パート大歓迎

♦時間給♦850円～　♦時間♦7：00～22：00の間で要相談
♦募集担当業務♦レジ・惣菜・生鮮担当・商品補充
♦待遇♦交通費支給（月1万円まで）・ロッカー完備・制服貸与・
　　　　 従業員割引制度・年次有給休暇
　気軽にTEL後、履歴書を持参下さい。担当：上別府

急募急募

グルメシティ 本山店 神 戸 市 東 灘 区 岡 本 1 - 9 - 6
（JR摂津本山駅・阪急岡本駅より徒歩3分）1078-451-1501

アルバイト
フリーター・主婦の方大歓迎

♦基本時間給♦ミート・デリカ：900円、早朝補充：950円
♦募集担当業務♦ミート、デリカ、早朝補充
♦時間♦ミート・デリカ ： 8:00～12:00、13:00～17:00　
　　　   早朝補充 ： 7:00～11:00
♦待遇♦交通費月額20,000円まで支給、制服貸与、従業員購入制度、年次有給休暇
　問合せなどは、下記電話番号、担当：衣笠・福田までご連絡ください。

急募急募小学校6年生と2年生の息
子がいます。なかなか勉強に
も身が入らず、遊び道具も片
づけられず・・・。同じ悩みをお
持ちの方はぜひKids&mom
の記事を！（P.10参照） 専門
知識に裏付けられたお話は
参考になりますね。（T）

2年連続で入院しました。
原因は去年と同じく「大腸憩
室炎」という腸が炎症をおこ
す病気で、罹るタイミングもほ
とんど同じ。早期に見つける
ことができたので、大事には
至らなかったものの、夏にな
るとビクビクしてしまいます
ね。3年連続はありえるのか?

（まえで）

アルコールをやめて約3ヶ
月！食後には甘いものを食べる
のが楽しみに。甘いものといえ
ば、10/15～11/23に“第6
回 ひがしなだスイーツめぐり”
が 開 催されます（ 関 連 記 事
P.27）。期間限定のスイーツ
なども楽しめるので、今年こそ
は行ってみよーかな。（おく）

応援するヴィッセル神戸が好
調です。9/20現在、2ndステージ
で5位につけています。17日に行
われた柏レイソルとの直接対決
は惜しくも1-1のドローでしたが、
88分のレアンドロ選手のゴール
時には、うれしくて5秒ほど叫んで
しまいました（笑）。今月はルーキー
の東選手を紹介しているので
P.23も見てくださいね!（まっつー）

編 集 後 記

第1幕 12/  9（金）～11（日）    3日間
第2幕 12/16（金）～18（日）    3日間
第3幕 12/23（金祝）～25（日） 3日間

万博記念公園 お祭り広場（大阪府吹田市千里万博公園）
11：00 ～ 21：00（ラストオーダー20：30）
主催  ラーメンEXPO 2016実行委員会　
シティライフ（事務局：株式会社シティライフNEW）

詳細は公式HPにて随時公開！ ラーメンEXPO　 検 索

2016 in 万博公園

西日本最大級の
ラーメンイベント、今年も…


