
City Life Hokusetsu EAST   2016.1225

ハンセン病についての映画、自閉症のドキュ
メント映画など話題作を撮り続ける宮崎信恵
監督の最新作。「生きにくさ」を感じている精
神障害者の日常を通して、精神障害に対す
る理解を深めることを願って製作された。

映画試写会
「あい～精神障害と向き合って～」

■アートデアート・ビュー（高槻市北園町13-30）
■協力金：1,000円■定員：各40名■申込・問：
TEL072-685-0466

▶ 12/9（金）18 時半～
▶ 12/10（土）18 時半～

茨木市立ギャラリー展覧会

10時～19時（最終日は17時まで）
水曜休館

■茨木市立ギャラリー（阪急茨木市駅ロサヴィ
ア2階）■入場無料■問：TEL072-621-1850

横内勝司写真展　時を越えて
▶ 12/1（木）～12/6（火）

第2回　真砂美術絵画展
▶ 12/8（木）～12/13（火）

やごの家　さをり展
▶ 12/15（木）～12/20（火）

第6回　クレーの会　絵画・絵手紙
▶ 1/19（木）～1/24（火）

第17回 備前焼作家 生陶衆啓 作陶展
▶ 1/26（木）～1/31（火）

現代美術－茨木・特集作家たちによるミニアチュール展21
▶ 1/5（木）～1/17（火）

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

手作り作家さんの可愛い雑貨などが出展する
ドイツやヨーロッパをイメージしたクリスマスマー
ケット。10時～15時はマーケット、15時半～は
コンサートを開 催 予 定 。出 展 者 情 報は
facebook（高槻手作り市）をチェックしてみて。

第3回
クリスマスマーケット

10時～18時

■摂津響Saal〈せっつきょうザール〉(高槻市原
104-95)■入場無料■問：090-4282-6529
(高槻手作り市Cocokara実行委員会・西田)、
メール akutagawajuku@gmail.com

▶ 12/17（土）

自然に囲まれたキャンパスで梅花が贈る、
心温まる降誕祭「クリスマスイブニング
2016」。シンボルツリーをはじめとしたイルミ
ネーションや各種イベント、ショップも充実。
また、入試対策講座が同時開催。お子様から
大人まで楽しめるたくさんのイベントを用意。

梅花がお届けする、こころ温まる降誕祭

クリスマス イブニング2016

■梅花女子大学茨木ガーデンキャンパス（茨
木 市 宿 久 庄 2 - 1 9 - 5 ）■ 入 場 無 料 ■ 問：
TEL072-643-6343(梅花女子大学 企画部)

▶ 12/17（土）12 時 10 分～18 時

フランス・パリ生まれの画家、ロベール・クート
ラスの初期油絵から制作の様子が伝わる資
料まで未公開のものも含め紹介。

開館20周年記念
ロベール・クートラス
僕は小さな黄金の手を探す

■アサヒビール大山崎山荘美術館（京都府乙
訓郡大山崎町銭原5-3）■入館料：一般900円
/高・大学生500円/中学生以下無料/障害者
手帳所持者300円■問：TEL075-957-3123

（総合案内）/FAX075-957-3126

▶ 〔前期〕
　12/17（土）
　～1/29（日）
10時～17時（最終入館4時半）
月曜休館※祝日の場合は翌火曜休館
12/26（月）～1/3（火）は年末年始休館

きよしこの夜のドキュメンタリー（55分）とティ
ータイム（無料）。

クリスマス礼拝と映画会

■総持寺キリスト教会（茨木市橋ノ内3-26-19）
■入場無料■問：TEL/FAX072-634-1630

10時半～礼拝　13時～映画会とコーヒー
▶ 12/25（日）

クリスマスグッズ、お正月用食材、衣服のリサ
イクルなど。品物がなくなり次第終了。入場
整理券と番号札の引き換えは9時半より。開
場後は番号札不要。

友愛バザー

■立命館いばらきフューチャープラザ　イベント
ホール（ＪＲ茨木駅から徒歩約5分）■入場料：無
料 ■ 問：T E L 0 7 2 - 6 2 1 - 8 0 2 9（ 古 市 ）、
090-8650-2102（小森）、075-961-2010（石
川）、hokutomo25@gmail.com

▶ 12/15（木）10 時～ 11 時 15 分

プログラム：御子が生まれられた、羊飼いのノ
エル、クリスマスの子守歌、一輪の花が、エサ
イの根より、その他

「LA萠DIE2016」
クリスマスコンサート

開演16時　開場15時半

■カトリック高槻教会（高槻市野見町2-26）■
入場料：前売3,000円/当日3,500円■問：
TEL072-672-7512（サクソンイベント室）

▶ 12/23（金・祝）　

プロの音楽家によるチェンバロとヴィオラ・
ダ・ガンバ演奏、ピアノ演奏、声楽ソロ、コー
ラス等。

クリスマスキャンドルサービス
と小音楽会

■日本キリスト教会　高槻教会（高槻市北園町
9-17）■参加費：無料
■問：TEL 072-683-1498、
http://church-takatsuki.jimdo.com/

▶ 12/24（土）18 時半～ 20 時半

12月10日（土）公開　全国東宝系にてロードショー

海賊とよばれた男

　明治から昭和の激動の
時代、名もなき一青年か
ら身を興し、数々の困難を
乗り越え戦後の復興、石
油事業に尽力した男の生
きざまを軸に描く。誰より
も“日本人の誇り”を追求
し“海賊”とよばれた男と
彼を支える仲間たちとの
絆が織りなす実話を元に
した重厚な人間ドラマ。

監督：山崎 貴
出演：岡田准一、吉岡秀隆、染谷将太

2016「海賊とよばれた男」製作委員会©百田尚樹／講談社c

※PG12・・・小学生には助言・指導が必要となっております。　※R15+・・・・15歳以上の方がご覧になれます。　※R18+・・・・18歳以上の方がご覧になれます。

12月1日（木）公開　TOHOシネマズ梅田ほか

マダム・フローレンス！
夢見るふたり

　NYでクラシック界をバ
ックアップする大富豪のマ
ダム・フローレンス。自ら歌
手として舞台に立つことを
夢見る。実現に奔走するの
は夫とピアニスト。財力も
人望もある彼女だが、歌声
に難が！しかし力一杯歌うこ
とは、彼女の生きた証とな
っていく。愛情に溢れたゴ
ージャスな時間が流れる。

監督：スティーヴン・フリアーズ
出演：メリル・ストリープ、ヒュー・グラント

2016 Pathé Productions Limited. All Rights Reserved.c

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

推薦者 : デコジュン
推薦者 : nanako

＜上映中＞
●君の名は。 ●何者　
●インフェルノ　●コウノトリ大作戦！　
●デスノートLight up the NEW world
●映画 魔法つかい プリキュア
●続・深夜食堂　●ボクの妻と結婚してください。
●オケ老人　●ミュージアム　
●ジャック・リーチャーNEVERGOBACK
●この世界の片隅に　●聖の青春　
●ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
●劇場版　艦これ　●疾風ロンド
＜今後の上映＞
●マダム・フローレンス！ 夢見るふたり（12/1～）
●RANMARU 神の舌を持つ男（12/3～）

●なぜ生きる-蓮如上人と吉崎炎上-（12/3～）
●海賊とよばれた男（12/10～）
●仮面ライダー平成ジェネレーションズ Ｄｒ.パックマン対
　エグゼイド＆ゴーストｗｉｔｈレジェンドライダー（12/10～）
●モンスターストライク THE MOVIE（12/10～）
●A.I.LOVE YOU（12/10～）
●ローグワン / スターウォーズ・ストーリー（12/16～）
●映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラと
　ダブル世界の大冒険だニャン！（12/17～）
●好きになるその瞬間を。～告白実行委員会～（12/17～）
●ぼくは明日、昨日のきみとデートする（12/17～）
●バイオハザード ザ・ファイナル（12/23～）
●土竜の唄 香港狂騒曲（12/23～）
●ポッピンQ（12/23～）  ●ピートと秘密の友達（12/23～）

■イオンシネマ茨木

　鑑賞券を
　プレゼント

■応募方法

ペア
5 組
ペア
5 組

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001　大阪府摂津市千里丘1-13-23
CityLifeシネマ『イオンシネマ茨木鑑賞招待券プレゼント係』まで
●WEBからの場合：http://www.citylife-new.com
●締切12月25日（はがきは必着）※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発
送以外には使用いたしません。※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

茨木市松ケ本町8-30-2　イオンモール茨木4F
上映時間案内 2072-621-0807

イオンシネマ茨木

TAKE
  FREE

発行 自分らしい「暮らし」発見マ
ガジン

11/15
号

「家を建てたい」「リフォームしたい」方に役立つ住まいづくり情報が満載!

巻頭特集は「片づく家」
片づく家になるための10のコト ～整理・収納のプロが教える3つの決め手～
①モノの住所を決める  ②モノの適正量を決める  ③片づける習慣をつける

「Life+」はスーパー、ショッピングセンターなどの
シティライフ設置店約600店舗で手に入ります。


