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魅 力 解 剖 図 鑑

市民記者
HITOMIさん

スポーツ観戦が
大好きなシティラ
イフ市民記者。小
中高とバスケ部。

イケメン選手もいっぱい
プレーする姿にドキドキ

試合のリポートは
CityLifeNewsで

地 元のプロ
バスケットチームを応援しよう！

　闘志あふれる熱いキャプテン竹野選手。
クールなプレースタイル梁川選手（19番）。
笑顔が最高、道原選手。アリウープ（パス
を空中でキャッチして直接シュートする）が
カッコいいヴァンデンバーグ選手、華麗なシ
ュートにドキドキする石塚選手など、ストーク
スの選手はイケメン揃い！一度見たらキュン
キュンすること間違いなし。
※PG=ポイントガード（チームの司令塔的役割）
SG=シューティングガード（得点を稼ぐ役割）
PF=パワーフォワード（ゴール下での守備、得点）

迫力あふれる試合は
一見の価値あり

　横28m、縦
15mのコート
の中で、5人で
プレーするバ

スケットボールは、手を伸ばせば
届きそうな距離で観戦できるのが
最大の魅力！攻守が目まぐるしく
入れ替わるスピード感やゴール下
の激しい攻防から目が離せない!
ルールを知らなくても大丈夫。場
内のDJやチアリーダーの掛け声
に合わせて盛り上がろう！

楽しみ方はいろいろ
チアダンスもカッコイイ

　タイムアウト時やハーフタイムにキレキレのダンスで
盛り上げるアリーナの華、「ストークスチアリーダーズ」
にも注目！Bリーグでは珍しいスタンツ（組体操のようなス
タイル）を取り入れた応援も必見。マスコットキャラクタ
ーの「ストーキー」くんも軽やかな動きを見せてくれます。

　ホームゲームは主に西宮市立中央
体育館や兵庫県立総合体育館で行わ
れます。「●●市民デー」「カップル割」
など試合によってお得な入場割引もあ
るので、ホームページで要チェック！
【市立中央体育館】西宮市河原町１-１６
【県立総合体育館】西宮市鳴尾浜１丁目１６-８

年会費に応じて6種（プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロン
ズ、グリーン、キッズ）のタイプがあり、応援グッズであるユニフ
ォームやタオル、Tシャツが特典としてもらえる。他にも当日券
を前売券の価格で購入することができたり、来場ポイントや
先行入場、年4回の会報誌の配布など特典がいっぱい!

西宮ストークス
公式マスコットキャラクター
「ストーキー」くん
兵庫県の県鳥・コウノトリ
がモチーフ。ダンスが得意！

コートサイドのシート
なら

こんなに選手が近い
!

会場は
熱気ムンムン

シティライフ読者限定
お得なチケット情報

1月の試合スケジュール
公式ファンクラブ
【ストークフレンズ】会員募集中

2017. 1/2（月）17時～、1/3（火）14時～ 
場所:兵庫県立総合体育館
vs熊本ヴォルターズ
1/20（金）19時～、1/21（土）15時～ 
場所:西宮市立中央体育館
vs愛媛オレンジバイキングス

シティライフのエンタメチケットページ
（P.20 右ページ）から特別価格で
チケットが購入できます。
ぜひこの機会に購入してみて!
●2F自由席・大人2,000円→1,800円
●小中高生1,500円→900円
※左記1月開催の4試合で適用

取材協力（写真提供）
西宮ストークス　西宮市西宮浜1-31 西宮浜産業交流会館4Ｆ 　TEL.0798-22-0770
公式ホームページ　http://www.storks.jp/

私が紹介し
ます！

ぼ
く
の
ダ
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て
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▲8番　竹野選手（PG） ▲13番　道原選手
　（PG/SG）

▲27番　石塚選手（PF） 

今秋開幕した男子プロバスケットボールBリーグ。兵庫県唯一のプロチーム、西宮
ストークスがB2リーグで奮闘中です。１年目でのB2優勝、B1への昇格を目指して
います。ホームタウン西宮のアリーナで、ぜひ生の迫力を体感してください！

どこに行けば？
いつやっているの？

神戸開港150年を記念して、本物の氷を使
用したumieアイスマリーナが高浜岸壁に登
場！日没後はライトアップされ、光の中を滑る
ような幻想的な雰囲気が味わえる。

神戸ハーバーランド
アイススケートリンクumieアイスマリーナ

■umieモザイク海側高浜岸壁■利用料金：大
人（13歳～）1,200円（貸靴代込）/子ども（4歳
～）1,000円（貸靴代込）/親子ペア2,000円（
貸靴代込）※スケート靴持参の場合400円引き
※土日祝は1人60分まで■問:078-382-7100
（神戸ハーバーランドumie）http://umie.jp/

平日14時～20時　土日祝11時～20時
※1/9（月・祝）まで11時～21時

▶ 開催中～1/15（日）

「異人館の画家」として知られる小松益喜は
1975年にリガを訪れて、中世からの建物が
残る旧市街を描いた。迷路のように入り組ん
だ路地で、嬉 と々してスケッチしている画家
の姿が見える。ユトリロに憧れた小松のフラ
ンス、オーストリア風景も併せて展示。

神戸ゆかりの芸術家たち　
素描コレクション展

■神戸ゆかりの美術館(神戸市東灘区向洋町
中2-9-1)■入館料：一般200円/小中高生・65
歳以上100円■問:TEL078-858-1520

10時～17時(入館は16時半まで)
月曜休館(1/9は開館)年末年始、
1/10(火)、1/31(火)は展示替休館

▶ 前期：開催中～1/29（日）

パリに生きる パリを描く　
-M氏秘蔵コレクションによる-

M氏秘蔵コレクション70点を中心に、笠岡市立
竹喬美術館、稲沢市荻須美術館、神戸市立小
磯記念美術館の3館の所蔵品を加えた約100
点の作品と資料を紹介。
■神戸市立小磯記念美術館（神戸市東灘区向
洋町中5-7）■入館料：一般800円/高大生600
円/小中生400円■問:TEL078-857-5880

10時～17時(入館は16時半まで)
月曜休館、12/29～1/3、1/10(火)休館
（1/9(祝)は開館）

▶ 開催中～2/19（日）

「四季のうつろい」をテーマに、春夏秋冬の
美しさを描いた作品約50点を展示。日本画
コレクションの優品による、移ろいゆく四季の
風情を楽しんで。

日本画にみる
四季のうつろい

■西宮市大谷記念美術館（西宮市中浜町
4-38）■入館料：一般500円/高大生300円/
小中生200円■問:TEL0798-33-0164

「お風呂屋さんを歌垣(男女の短歌合戦の場
＝出逢いの場)にしてしまう！？」という歌垣風
呂プロジェクト。ユニークな男女の出会いの
形かつ、銭湯の新しい活用方法として注目さ
れるこの歌垣風呂が、神戸新開地に上陸！

歌垣風呂in新開地・湊湯

■湊湯（神戸市兵庫区湊町1-1-17）■参加条
件:20代～40代の独身の男性・女性（定員各7
名＊要予約）■参加費：1,500円（風呂代・ドリン
ク1本・軽食付き）■集合時間:男性14時/女性
14時半■お申し込み：件名「歌垣風呂参加希
望」とし、①氏名②年齢③性別をご記載の上、
tiiki@kavc.or.jpまでメールをお送り下さい。■
問:TEL078-512-5500

▶ 1/14（土）14 時～16時半

閑静な住宅街にある私設美術館で、兵庫県
出身の画家・笹倉鉄平(1954～)の企画展を
開催。花を描いた作品ばかり集め、花に囲ま
れる幸福感で館内を満たす。

～開館10周年記念展～　
笹倉鉄平　花いっぱい、花色々

■笹倉鉄平ちいさな絵画館（西宮市能登町
11-17）■入館料：大人300円/大学生200円/
小中高生100円■問:TEL0798-75-2401

10時～18時(入館は17時半まで)
火水曜休館、及び展示替期間

▶ 1/8（日）～4/3（月）
ストリートダンスの動きをベースにしたダンス
レッスンは、初心者対象なので初めての方も
安心して参加できる。ストレスも運動不足も
解消して、明日からの仕事の効率をアップし
よう！

はじめてダンス

■神戸ハーバーランドスペースシアター■入場
無料■問:公益社団法人日本ストリートダンスス
タジオ協会TEL06-6809-4161

▶ 1/17（火）18 時半～19時半

漆芸家 石本氏の作品約30点のほか、制作
に使われる材料や道具などを展示し、石本
氏の築きあげた伏漆彩沈金の世界と、漆に
かける想いを解説。

漆彩讃歌
ー石本愛子漆芸展ー

■竹中大工道具館（神戸市中央区熊内町
7-5-1）■入場料：一般500円/大高生300円
/65歳以上200円■問:TEL078-242-0216

9時半～16時半（入場は16時まで）　
月曜休館

▶ 1/27（金）～3/12（日）

▶ 1/2（月・祝）～2/12（日）
水曜休館
10時～17時（入館は16時半まで）

山元春挙
《雪渓遊鹿図》
1926年頃

オブジェ
「鼓響春棋」
興禅寺蔵

小磯良平
巴里風景

「スプリトの花市」　油彩　2013年

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

オリジナルミュージカル「The Legend of 
Oni」を本場ニューヨークで上演し大成功の
うちに幕を下ろしたミュージカルカンパニー
Ozmate。日本凱旋公演として＜オフブロー
ドウェイ＞の魅力を存分に楽しめるミュージカ
ルショーをお届け！

NY凱旋公演決定
ミュージカルカンパニーOZmate

18時半開場　19時開演

12時半開場　13時開演
15時半開場　16時開演

■梅田HEPHALL（大阪市北区角田町5-15 
HEP FIVE8F）■前売 3,200円 当日3,500円
※グループ割／4名様まとめてお申込みで1名
様分無料（各回先着10組まで）■申込:電話ま
たはＨＰより申込■問:0797-85-1106
ozmateticket@gmail.com　http://ozmate.net/

▶ 2/18（土）

▶ 2/19（日）


