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池田とその近隣の各中学・高等学校の吹奏
楽部の生徒たちによる吹奏楽の祭典。各校
自慢のプログラムと中学校・高校がそれぞれ
に合同演奏を披露。迫力のある演奏を見る
ことができる。

池田市ウインドフェスティバル
～中学生・高校生による吹奏楽の集い～

■池田市民文化会館アゼリアホール（池田市
天神1-7-1）■入場無料■問：池田市民文化会
館TEL072-761-8811

13時半開演　※13時開場
▶ 1/8（日）

こんなの欲しいなと思う物を我ままに制作。
風合いや色合わせなども楽しめる。
大人物に加え、ベビー＆子供用も多数用意。

おちゃめな大人のニット展

■アトリエ　happy bird 
豊中市東寺内町13-23　ラ・メゾン4F（スタバ裏）
■問：tamotamo-home@nifty.com
■http://happybird.cafe.coocan.jp/

11時～17時
▶ 1/13（金）～1/18（水）内容は、「『最後の前方後円墳大王墓』の周

辺－敏達朝の未解決問題－」　
元読売新聞社の編集委員坪井恒彦先生を
迎える。

豊中歴史同好会
定例会のお知らせ

■蛍池公民館（豊中市螢池中町3-2-1）
■経験不問、初心者の方も気軽に参加可
（参加費1,300円）
■問：TEL090-5400-4638（小川）

14時～16時
▶ 1/14（土）

桂米紫　　「天災」
桂まん我　 「悋気の独楽」
桂吉弥　　「鴻池の犬」
＊中入＊
桂ひろば　 「法華坊主」
桂紅雀　　「たちぎれ線香」

第84回
めいぷるごにんばやしの会

■箕面市メイプルホール大ホール（箕面市箕面
5-11-23）■料金1,500円（自由席・税込）/小
学生以下700円※未就学児入場不可■当日
受付■問:（公財)箕面市メイプル文化財団
TEL072-721-2123

午前、ロビーを使って出展者ブースにて子ど
も達の遊びの広場。午後、みのおアジェンダ
21の会の活動報告講演会「世界の動物
園・動物との共生」講師に世界一のオランウ
ータン、ジプシーを育てた学芸員の黒島英俊
氏を迎える。

「みのおアジェンダ21の会」
講演会＆報告

■グリーン大ホール（箕面市西小路4-6-1）■市
内全小・中学生■入場料：大人1,000円（高校
生以上）/子ども・障碍者500円/未就園児無料
■問：みのおアジェンダ21の会
TEL080-3542-4823（佐藤）

▶ 1/21（土）
10 時～16時

西コース(約4km)阪急箕面駅前→スカイアリ
ーナ→阿比太神社→箕面西公園。通常より
やや距離の長い（約6km）がんばりコースもあ
り。年明けから、ウォーキングを楽しんでみよう。
水分補給用のお茶持参。保健師による健康
相談有

みのおウォーキングデイ

■集合場所:阪急箕面駅前
■参加無料（申込不要）■問:箕面市地域保健
室TEL072-727-9507/FAX072-727-3539

※当日6時55分時点のNHK放送の天気予報で
大阪の降水確率が50％以上の場合中止。
正午頃解散。

▶ 1/19（木）10 時～

演目 『鞍馬参』（狂言） 『巴 アイ語り』 他
[出演］
安東 伸元（大和座狂言事務所）
旭堂 南青（講談師）

新春に古典藝能を愉しむ一日

■吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷土間
(吹田市南高浜町6-21）■入場料一般1,000
円/賛助会員800円/正会員600円/中学生以
下800円■定員80名（先着順）/自由席■問・
申込:TEL06-4860-9731または直接浜屋敷
へ(9時～21時）

14時開演　
※13時半開場

▶ 1/28（土）

日本経済にとってデフレ脱却が目下の最重
要課題。景気のためなら「何でもあり」「手段
を選ばず」でよいでしょうか？景気回復のため
の「真の処方箋」を冷静に考える。講師は、
臼井正樹氏（大阪大学大学院経済学研究
科・講師）。

日本経済再生に向け
“真の処方箋”を考える

■大阪大学中之島センター（大阪市北区中之
島4-3-53）■受講料：1,620円■申込：朝日カ
ルチャーセンターTEL06-6222-5224または、
「Handai-Asashi中之島塾」で検索■問：大阪
大学21世紀懐徳堂TEL06-6850-6443/
info@21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp

▶ 1/28（土）10 時半～12時
SONET（すいた発達障害親の会ネットワー
ク）主催。講師に伊丹昌一先生を迎え、発達
障がいの最新事情を含めながら、発達障が
いへの理解を深め、発達障がいのある子ども
たちをどう支援していくのか、豊かな経験に基
づく事例を通しての講演。

「発達障害の理解と支援」
～事例を通して～

■吹田市夢つながり未来館6階多目的ホール
（吹田市山田西4-2-43）■参加費:500円■申
込方法:参加人数と氏名・電話番号を明記しメー
ルにて※締切2/2（木）先着順に受付定員100
名に達した場合はそれまでに締切
■問:e-mail:sonet_suita@yahoo.co.jp

▶ 2/5（日）15 時～17時 ※受付 14時半～

▶ 1/17（火）
18時半開演　
※18時開場

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

日　時：1月13日（金） 
　　　　10時～1１時半（じょさんしカフェ）、11時半～12時半（ランチ会、希望者のみ）
参加費 ： 1,200円　対象 ： 0歳～2歳児を子育て中のママ、6名さま
場　所 ： ロハスカフェ（摂津市千里丘1-13-23）
　　　　※JR千里丘駅から徒歩5分。近くにコインパーキング有
申込方法 ： みのおママの学校ホームページ申込フォームよりお申し込みを。
http://www.minomama.com/
お子さんと参加OK。オムツ替えも可能・授乳時はケープなどお持ちください

1/13（金） 10時～11時半
現役助産師による「じょさんしカフェ」
inロハスカフェ

JR千里丘駅 徒歩5分
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中央病院
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助産師が中心となって、子育てに悩みをもつママたちを支援する「みのおママの学校」が「じょ
さんしカフェ」をロハスカフェで開催。「じょさんしカフェ」とは子育てママにとっての3大ニーズ、
「癒し」「知識」「つながり」を提供するユニークな子育て支援サービス。病院では聞けないこと
や不安に思っていることなどを、現役助産師とお茶をしながら気軽に相談してみませんか。

in ホテル阪急エキスポパーク

子育てママとキッズのための祭典第6回 C i t y L i f e主催
千客万来事業共催

2016年豊中市中小企業チャレンジ事業

ホテル阪急エキスポパーク会 場
中央環状線

大阪大学

万博記念公園駅
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千里住宅公園 万博外周道路

吹田I.C.
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至大阪空港吹田市千里万博公園1-5
アクセス／大阪モノレール「万博公園」駅下車すぐ
問合せは、シティライフまで。TEL.06-6338-0640

2/14Tue

「子育てもオシャレも楽しみたい」そんな子育て
ママが1日中楽しめるイベントを開催します。会場
には、お子さまのこれからを考えるキッカケにな
る「子育て」「教育」や、キレイで元気なママでいる
ための「ビューティー」「癒し・健康」など様々なプ
ログラムが盛りだくさん！ぜひ、ファミリー
やママ友同士でお越しください！詳細は
City Life2月号でお知らせします！

入場
無料

こども食堂ムーブメントを広げよう
～池田市･『池田こども食堂さくら』訪問～

取材・文　編集部 木下

　今回は、池田市の北豊島校区にある「池田こども食堂さくら」を取材した。
　以前ご紹介した池田市の「池田こども食堂開設支援補助金」の支援を
受け、2016年の8月にこども食堂をスタート。「最初はなかなか認知してもら
えず、最近ようやく集まってくれるようになりました」と代表の伊藤さん。地域
の方にも認知度が上がってきたようで、お米や野菜を定期的な差し入れや
当日の手伝いなど、助けられているそう。それでも運営は厳しく、行事などで
おにぎりを販売し、その利益をこども食堂の運営費にあてている。
　月4回開催（第2･4木曜 17時～、土日祝12時～）で、月に1回イベントを
実施。お伺いした日は木曜日。17時頃から子どもたちが集まり、料理ができ
るまでの時間はそれぞれ持参した宿題を行う「宿題タイム」。わからないとこ
ろはスタッフに質問するなど、アットホームな雰囲気。
　目の前が北豊島小学校ということもあり、先生が様子を見に来られること
も。伊藤さんやスタッフとすでに顔なじみの子どもたちが、楽しく過ごしている
姿にほっこり。「池田こども食堂さくら」は心もからだもあったかくなる場所だ。
　参加費はこども100円で大人が300円。電話もしくは
メールでの問合せ、予約可。

本日のメニュー。
いつも7品ほども
作っているそう！

一生懸命宿題を
こなす子どもたち。

取材協力：池田こども食堂さくら　
Facebookページ　https://www.facebook.com/kodomoshokudousakura/
参加予約先/電話：072-747-8355（伊藤）　メール：kmf.i-6035@i.softbank.jp

2017年1月28日公開　全国ロードショー
破門　ふたりのヤクビョーガミ

　イケイケやくざの桑原
と、ヘタレで貧乏な建設コ
ンサルタントの二宮。凸凹
コンビが儲け話にダマさ
れた。キレた桑原のハチャ
メチャな追走劇は、更なる
トラブルへと発展。大阪を
舞台に怒涛のアクション
と関西弁の掛け合い満載
で贈る大追跡エンタテイ
ンメント！

監督：小林聖太郎　
出演：佐々木蔵之介、横山裕、北川景子

2017『破門  ふたりのヤクビョーガミ』製作委員会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24日（土）公開　テアトル梅田ほか
こころに剣士を

ナチスにスターリンに翻弄
され続けたエストニア。独立
前、人々は強制連行に怯え
る日々を送っていた。伝説の
名手エンデルも身を隠すた
め小さな町に降り立つ。そこ
で子ども達にフェンシングを
教えることに。美しい町の子
ども達のきらきらした真っ直
ぐな未来への眼差しと侵略
者の醜さの対比が見事だ。

監督：クラウス・ハロ
出演：マルト・アヴァンディ、ウルスラ・ラタセップ

2015 MAKING MOVIES/KICK FILM GmbH/ALLFILMc

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>
●ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー　
●ぼくは明日、昨日のきみとデートする
●土竜の唄２ 香港狂騒曲　
●ポッピンQ　●バイオハザード：ザ・ファイナル
＜今後の上映>
●中島みゆきConcert「一会（いちえ）」2015～2016 劇場版（1/7～）

●本能寺ホテル（1/14～）
●沈黙－サイレンス（1/21～）
●新宿スワンⅡ（1/21～） 
●マグニフィセント・セブン（1/27～）
●ドクター・ストレンジ（1/27～）
●恋妻家宮本（1/28～）

■109シネマズ箕面

　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『109シネマズ箕面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：1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。

109シネマズ箕面　http://www.109cinemas.net/minoh
箕面市坊島4-1-24　みのおキューズモール内　音声案内 20570-001-109

今月の
オススメ

本能寺ホテル ドクター・ストレンジ
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