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「よしもとお笑いライブin高槻」

00

Monthly

エ ン タ メ & ス ポット 情 報 が いっ ぱ い

子どもも入場
できるのが嬉しい。
家族で見に行こう！

編集部 Minori

茂造じいさんが高槻にやってくる！みんなで見に来たらどうや！
吉本を代表する人気芸人が高槻に一挙集結！新喜劇で大人気の茂造じいさんを
はじめ、NHK上方漫才コンテスト優勝のスーパーマラドーナやテレビ番組「歌ネタ王
決定戦2016」優勝のかまいたちなどの若手実力派も登場し、豪華な舞台となる。
音楽

北摂で人気者に会えるチャンス！

City Life 読者限定

受付期間 11/1（火）～11/30（水）10時～23時
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 91784

西本智実指揮

ロイヤルチェンバーオーケストラ演奏会
～The America～
国内外のオーケストラを指揮し、
またヴァチカン国際音
楽祭に４年連続招聘されるなど、世界的な指揮者として
人気を集める西本智実が、音楽監督を務めるロイヤルチ

（岸和田市港緑町1-1）
南海本線岸和田駅から徒歩約10分
※未就学児は入場不可

ェンバーオーケストラを率いて浪切ホールに登場。スピル

電話予約

WEB
受付

●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

エンタメt i ck e tも C h e c k！
新着情報はコチラ

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

CAST
西本智実（にしもと ともみ）
ロイヤルチェンバーオーケストラ音楽監督
兼首席指揮者、
大阪音楽大学客員教授な
ど。
ロシアや欧米各国の交響楽団やオペラ
などで指揮。2014年にヴァチカンの音楽
財団より最年少で
“名誉賞”
を授与、
毎年招
聘されている。国内の主要オーケストラに客
演し、伝統芸能とオペラとのコラボ公演や
埋もれた民謡の復元演奏等新しい試みを
実現、
日本文化を世界に発信している。

City Life 読者限定
©塩澤秀樹

バーグ作品等、映画音楽の第一人者ジョン・ウィリアムス
ルザークがアメリカで作曲した名曲「新世界より」
と、子ど
もから大人まで楽しめるプログラム。

アヴェ・マリア

偉大な作曲家たちの「アヴェ・マリア」。そし
て、
「もろびとこぞりて」
「きよしこの夜」
などの
クリスマスキャロルメドレーに、J.S.バッハの
荘厳な讃美歌の数々をパイプオルガンが奏
でるクリスマスファンタジーの世界。
［オルガン］石丸由佳 第22回シャルトル
国際オルガンコンクール優勝

歌声ホールvol.4

～大合唱でハッピークリスマス～
懐かしのあの歌を一緒に歌おう
！
［出演］
小泉陽子 下園弘明＆フレンズ
［スペシャルゲスト］
シモンズ 田中ゆみ
［曲目］
知床旅情、夏の思い出、夏は来ぬ、
竹田の子守唄、
ふるさと、学生時代、聖しこ
の夜、
あの素晴らしい愛をもう一度、青葉城
恋歌など

＜ジョン・ウィリアムス＞生誕85周年ベストセレクション
スーパーマン 、
スターウォーズシリーズ、
ハリーポッター 他
＜ドヴォル ザ ーク＞交響曲第9番ホ短調 作品95「新世界より」
※都合により曲目が変更される場合があります。予めご了承ください。

City Life 読者限定

対象公演 12月15日
（木）開演19時

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 2,000円→1,900円（全席指定・税込）
受付期間 10/25（火）～11/30（水）10時～23時
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 91439
※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。

City Life 読者限定

対象公演 12月15日
（木）開演11時半

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 3,000円→2,700円（全席指定・税込）
受付期間 10/25（火）～12/11（日）10時～23時
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 91699
※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 2月5日（日）
金額 S席 7,000円→6,300円

A席 5,000円→4,500円
（いずれも全席指定・税込）

の生誕85周年を記念した「ベスト・セレクション」
＆ドヴォ

ザ・シンフォニーホール
クリスマス オルガンコンサート2016

◆

●コンビニの端末で直接購入してください。
Loppiでの購入方法はコチラ
http://l-tike.com/guide/loppi.html

※都合により出演者が変更となる場
合があります。

※制限枚数 お一人様6枚まで ※お客様手数料 0円

※当日券は+500円

イベント スポーツ おでかけ

特
別 ●オペレーターが対応します。
受付時間内にお電話
電話予約
ください。

吉本新喜劇（辻本茂雄、アキ、
伊賀健二、若井みどり他）
、村上
ショージ、かまいたち、スーパー
マラドーナ、ザ・プラン９、
ダイア
ン
（①13時公演のみ）、アキナ
（②16時公演のみ）

対象公演 12月3日（土）
金額 4,000円→3,600円（全席指定・税込）

場：岸和田市立浪切ホール

コンビニ
販売

（左）辻本茂雄、
ア
キ、
村上ショージ
（左下）
ダイアン、
か
まいたち、
スーパー
マラドーナ

阪急京都線「高槻市駅」から徒歩5分
JR京都線「高槻駅」から徒歩12分
※5歳以上有料、4歳以下席が必要な場合有料

会

アート

予約・購入について

公演日：12月3日
（土）
時 間：①13時開演 ②16時開演 ※開場は各30分前
金 額：前売り4,000円 当日4,500円
会 場：高槻現代劇場大ホール（高槻市野見町2-33）

（日）
公演日：2月5日
時 間：13時15分開場 14時開演
料 金：S席7,000円、A席5,000円、
学生料金（中学生以下）3,500円

演劇

クリスマス・タンゴ 三浦一馬
バンドネオン リサイタル

バンドネオン界の旗手・三浦一馬のクリス
マスコンサート。前半は「アヴェ・マリア」
な
どJ.S.バッハの名曲を。後半はこれぞバン
ドネオン！
「リベルタンゴ」
など情熱的で感傷
的なピアソラの世界をお届けする。
［バンドネオン］
三浦一馬
［ピアノ］
松本和将

チキン ガーリック ステーキ
クリスマスコンサート2016

受付期間 11/3（木・祝）～1/16（月）
10時～20時

特別電話予約 072-439-4915
「シティライフを見たとお伝えください」

City Life 読者限定

対象公演 12月16日
（金）開演19時

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 2,500円→2,300円（全席指定・税込）
受付期間 10/25（火）～11/30（水）10時～23時
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 91440
※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。

City Life 読者限定

対象公演 12月25日
（日）開演16時

神戸国際会館 こくさいホール
（神戸市中央区御幸通8-1-6）各線三ノ宮駅より徒歩約5分

チキン ガーリック ステーキは、
男性5人 ※未就学児は入場不可
額 5,400円→4,400円（全席指定・税込）
のアカペラグループ。
日本初のアカペラ 金
受付期間 10/25（火）～12/11（日）10時～23時
グループとして、1990年に神戸で結
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
成。今年も地元神戸での恒例のクリス L コ ード 91603
マスコンサートが決定。卓越した重厚な ※制限枚数お一人様6枚まで ※お客様手数料0円
（全国一括）
ハーモニーとオリジナリティあふれる
「チ お客様インフォメーション
0570-000-777
（10時～20時）
キガリならではのクリスマス」
を楽しめる。

