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万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

EXPO'70パビリオンとは

時間／10時～17時（入館は16時30分まで）  水曜休館
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料） ※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要

206-6877-4737

万博記念公園 自然文化園内

公式Facebookに「いいね！」しよう

日　時 10月30日（日）14時～15時半　
場　所 EXPO’70パビリオン ホワイエ　
入場料 無料　　　定　員 50名（事前申込不要、先着順）

鉄は熱いうちに打て！

　今年も「生きた建築ミュージアムフェスティバル」
に参加することになりました。生きた建築とは何な
のかと再確認。“歴史的な近代建築から現代建築ま
で、大阪の歴史や文化、市民の暮らしぶりといった
都市の営みの証であり、様々な形で変化・発展しな
がら、今も生き生きとその魅力を物語る建築物のこ
とを、私たちは「生きた建築」と呼んでいま
す・・・。”（実行委員会HP）―なるほど、参加するに
は今もその魅力を物語らなければなりません。
　EXPO’70パビリオンの前身である鉄鋼館の設計

は、近代建築の巨匠ル・コルビュジェに学んだ前川
國男。外観のコンクリートの壁をえぐったような部分
の緑、オレンジ、白の壁はホーロー鉄板製。飾りを一
切省いたミラクルボックスのような外観が、重厚な
雰囲気を際立たせています。建物自体が楽器という
コンセプトは今見ても斬新なデザインと発想をもっ
ています。鉄鋼館のためにフランス人彫刻家・フラ
ンソワ・バシェが日本で滞在制作した音響彫刻によ
るライヴ＆ワークショップを開催し、鉄鋼館の魅力
を物語ります。

vol.15

バシェが作った音響彫刻は、とても不思議な音がします。さわって楽しい音響彫刻！ 
私たち4人が、即興音楽会のお手伝いをさせていただきます。

岡田加津子（作曲家・コーディネーター）、渡辺 亮（パーカッション）、
北村千絵（ヴォイス）、沢田穣治（ベース）

旧池田市街地のほんまち通りを歩行者天国
にし、池田の町衆による出店や縁日などで賑
わう、おもてなし空間「いけだ落語街道」。骨
董市、飲食コーナー、大道芸など子どもから
大人まで楽しめる。

いけだ落語街道
～落語のまちのおもてなし～

■池田市栄本町（ほんまち通り）■問：いけだ市
民文化振興財団TEL072-761-3131

10時～17時　※小雨決行
▶ 10/8（土）

ニューヨークのダンサーたちが本公演の趣旨
に賛同し来日、ケイコフジイダンスカンパニー
と再共演。その他、津軽三味線、フラダンス
など、各界のアーティストが集結しパフォーミ
ングアーツを展開する。全収益金は日本赤
十字社を通じて被災地へ送る。

熊本地震復興支援チャリティーコンサート「BeingⅢ」
“Our thoughts are with you”心に笑顔が戻るまで

■ローズ文化ホール（豊中市野田町4‐1）■要
入場券※入場券については、スタジオＫ
TEL06-6498-6518まで

18時半開演　
※18時開場

▶ 10/8（土）

講師にフレグランスオブジェ作家久保紀子さ
んを迎え、アロマをワックス（蝋）に封じて、花
や木の実を飾るハンドクラフト作り。ハーブテ
ィーをいただきながら優雅に体験。

みのおてならい生活体験塾 第5回
心地よく香る欧州生まれのクラフト体験会
収穫祭のフレグランスオブジェと手作り

■カフェセリーニ日曜教室（箕面市桜井
2-4-3-205 桜井ビル2階）■材料費：1,000円
（ワックス代）■定員:16名（先着順）■申込方
法:電話・FAX・webサイトにて受付
■問:セリーニTEL&FAX072-734-7080 
http://minohjuku.jimdo.com/

▶ 10/9（日）　10 時～12時

人種差別と闘いながら真の正義を貫いた弁
護士と家族を描いた作品。ワンコインでクラ
シック映画を楽しめる。

みのお　coin de cinema 
『アラバマ物語』

■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:500円《全自由席》当
日券のみ■問:TEL072-721-2123

新聞や雑誌などの記事にグラフが使われて
いるように、実は日常の生活などでも目にす
るグラフ。今回の講座では、統計調査を担当
する大阪府統計課の職員が講師となり、知
らないと損をする!?「統計」のウソとホントを学
ぶ。

大阪府統計セミナー
「テレビ等で見る数字を
  読み取る方法を学ぶ」

■蛍池公民館（螢池中町3-2-1）■無料■定
員30名（先着順）■申込：10/4（火）10時半～
蛍池公民館TEL06-6843-5561

▶ 10/18（火） 
14 時～15時半

生後4カ月頃までの赤ちゃんに声をかけながら
手足を動かす「赤ちゃん体操」。赤ちゃんの発
育に関する疑問や不安にも箕面市立病院の
助産師が丁寧に答える。

大きくな～れ！
赤ちゃん体操

■みのお市民活動センター多目的室（みのおキ
ューズモールWEST１－2Ｆ）■無料■定員：20
組※10/12申込締切■手話通訳・要約筆記を
希望の方は10/6までに連絡要■申込方法:電
話・FAX・HP・メールにて受付■問：箕面市立病
院経営企画課TEL072-728-2034

▶ 10/15（土）　14 時～15時半

資源循環について楽しく学べるイベント。堆
肥化施設の見学や堆肥「とよっぴー」を使っ
て育てたサツマイモの収穫体験。遊びや工
作のコーナー、模擬店、地場野菜・竹炭等の
有料配付他。

豊中市制施行 80周年記念
とよっぴーフェスタ

■緑と食品のリサイクルプラザ（豊中市原田中
2-68）■入場無料■問：豊中市公園みどり推進
課TEL06-6843-4141またはアジェンダ
21TEL06-6844-8611

10時半～14時※小雨決行
▶ 10/22（土）

乳がんの早期発見、最新の診断・治療法や
乳房再建術について外科部長（乳腺担当）
山本仁医師と形成外科主任部長桑江克樹
医師が分かりやすく話す。

乳がんを正しく知ろう　
～早期発見・診断・治療について～

■箕面市立病院リハビリテーション棟4階いろ
はホール（箕面市萱野5-7-1）■無料■申込不
要■手話通訳・要約筆記を希望の方は10/13
までに連絡要■問：箕面市立病院経営企画課
TEL072-728-2034

▶ 10/22（土）　14 時～15時半

講師に哲学者の岸見一郎氏を迎えるエスペ
ラントふれあい講演会。
[賛助出演]吹田第6中PTA手話コーラス同
好会／ヘリーコ（エスペラントコーラス）

「嫌われる勇気」
「愛される勇気」の著者による
『人と人が結びつくこと』?
アドラーを知れば世界が変わる～

■メイシアター小ホール（吹田市泉町2-29-1）
■入場無料※要申込
■申込：TEL06-6877-1953（矢野）

▶ 11/3（木・祝）　
13 時～16時

▶ 10/12（水）
①10時半～12時42分   ②14時～16時12分

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Event

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…

千里ニュータウンみんなで灯す9万個のあかり

日時  11月5日（土）16:00～20:00
場所  千里南公園
（阪急南千里駅から北へ徒歩5分）
※小雨決行・荒天延期 11/6（日）
（延期の場合は規模縮小による開催を予定）

TEL.06-6875-7459
senricandleroad@gmail.com

当日ボランティア募集中！
キャンドルの設置・点灯・片付けに参加して、
もっと思い出に残るキャンドルにしませんか？
個人、ご家族、グループでのボランティア大歓迎！
お問合せ・お申し込みは下記ホームページより

今年は
南公園でーす！
（代表：おかもと）facebookは

こちら

詳細は千里キャンドルロードの公式ホームページへ！
http://www.senricandleroad.com

食欲の秋、読書の秋、リフォームの秋！！

お問合せは

70120-1504-52
茨木市上郡2-13-14
ゴウダC&Eビル 4Fゴウダ株式会社
受付／10:00～17：30
土・日・祝も承ります
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10/15（土）、16（日）10：00～17：30

ユニバーサルスタジオジャパン ペアチケット....1組2名様

じゃがいもつかみどり
来場
特典

※1家族1回まで、予告なく商品が変更する場合が
　あります。

この記事持参でお菓子つかみ取り無料！

見る！聞く！分かる！
安心リフォーム相談会
こんな方はぜひ

□初めてのリフォームで心配
□希望は叶えつつ、できるだけ費用を抑えたい
□築年数が古い家のリフォームをしたい
□増改築・水回りのリフォームを考えている

金　賞
シャープ 車載用 プラズマクラスター....................2名様銀　賞
映画ペアチケット（エキスポシティ）.........5組10名様赤　賞
ゴウダ書店 10%割引チケット（上限2,000円）青　賞


