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川畑泰史 Mr.オクレ

http://ticket.citylife-new.com/
新着情報はコチラ

エンタメticketもCheck！

音 楽 アート イベント スポーツ演 劇 おでかけ

エンタメ&スポット情報がいっぱい

Monthly

●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

電話予約

WEB
受付

予約・購入について
●コンビニの端末で直接購入してください。コンビニ

販売 Loppiでの購入方法はコチラ
http://l-tike.com/guide/loppi.html
●オペレーターが対応します。受付時間内にお電話
ください。

特　　別
電話予約

第55回大阪国際フェスティバル2017　
大阪４大オーケストラの響演

公演日 ： 4月8日（土）
時　間 ： 15時開場　16時開演
料　金 ： S席8,500円
会　場 ： フェスティバルホール（大阪市北区中之島2-3-18）

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可

　通称「４オケ」は2015年に1回目
を開催。在阪4つのオーケストラがそ
れぞれの指揮者と1曲ずつ演奏し、
一度に4つの楽団を楽しめると話題
になり、初演はチケットが即完売した。
3回目となる今回も、バラエティに富
んだ曲目と演奏で、聴くものを惹きつ
ける内容となっている。各楽団の個
性を聴き比べてみるのもおもしろい。

編集部 Minori

5時半から
プレオープニングがあり、
終演時には
プレゼント企画も！

飯森範親指揮　日本センチュリー交響楽団
外山雄三指揮　大阪交響楽団
角田綱亮指揮　大阪フィルハーモニー交響楽団
藤岡幸夫指揮　関西フィルハーモニー管弦楽団

■ハイドン：交響曲第103番　変ホ長調「太鼓連打」
Hob.l:103（日本センチュリー交響楽団）、■チャイコ
フスキー：バレエ組曲「くるみ割り人形」作品71a（大
阪交響楽団）、■R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」
作品20（大阪フィルハーモニー交響楽団）、■レスピ
ーギ：交響詩「ローマの松」P.141（関西フィルハーモ
ニー管弦楽団）

　韓国出身のテノール歌手ベー・チェ
チョルのコンサート。その歌声を「ただご
とではない」と絶賛する医師・日野原氏
のスペシャルトークも。
【曲目】ラブ・ミー・テンダー、慕情、タイム・
トゥ・セイ・グッバイ　など
【特別ゲスト】ギター：アントニオ古賀

日野原重明プロデュース
ベー・チェチョル コンサート

City Life 読者限定

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  Ａ席6,500円→6,000円（全席指定・税込）  
受付期間  1/25（水）10時～2/20（月）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  91764
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様発券手数料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  3月23日（木） 開演13時半

　日本やヨーロッパで活躍するヴァイオ
リニスト。大阪フィルなどのコンサートマス
ターとして多数の公演に出演している。
【曲目】パラディス：シチリア̶ノ、モン
ティ：チャルダッシュ、ラフマニノフ：ヴォ
カリーズ ほか
【共演】ピアノ/オルガン ジュゼッペ・
マリオッティ

Melodious マウロ・イウラート 
ヴァイオリン・リサイタル

City Life 読者限定

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→2,900円（全席指定・税込） 
受付期間  1/25（水）10時～2/28（火）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  91845
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様発券手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目、曲順が変更になる場合があります。

対象公演  3月18日（土） 開演19時

©武藤章

©s.yamato 飯森範親 外山雄三

角田綱亮 藤岡幸夫

City Life 読者限定

対象公演  4月8日（土）
金額  S席8,500円→8,000円（全席指定・税込）
受付期間  12/25（日）10時～3/31（金）23時59分まで

電話予約  0570-02-9999
Pコード 599-320
WEB受付 http://w.pia.jp/p/orc4-17cl/

　人気の若手芸人から実力派のベテランまで、豪華な主演者た
ちが登場し、京都オリジナルの「祇園吉本新喜劇」と漫才や落語
などを上演する。京都で、生の笑いを体感しよう！

公演日 ： 3月1日（水）・2日（木）・6日（月）・11日（土）・12日（日）
時　間 ： 12時開場　12時半開演
料　金 ： 一般3,700円/学生平日2,700円/土日3,200円（全て税込） 
会　場 ： よしもと祇園花月

 （京都市東山区祇園町北側323 祇園会館内）
京阪本線　祇園四条駅　徒歩約7分

※5歳以上もしくは身長110cm以上の方はお席が必要
　（ひざ上でのお子様の観劇は1名様のみ可能です）

よしもと祇園花月 本公演

City Life 読者限定

対象公演  3月1日（水）・2日（木）・6日（月）・11日（土）・12日（日）
金額  一般3,700円→3,400円
　　　 学生平日2,700円/土日3,200円（全て税込）
受付期間  1/25（水）10時～2/20（月）23時まで
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 92019　※制限枚数お一人様6枚まで　※お客様発券手数料0円
　　　　　　　　　　　　※やむを得ず、出演者、演目等変更になる場合があります。

1日（水）・2日（木）・6日（月）
【新喜劇】川畑泰史、チャーリー浜、Mr.オクレほか
【漫才・落語】未定

11日（土）・12日（日）
【新喜劇】内場勝則、池乃めだか、桑原和男ほか
【漫才・落語】未定

内場勝則池乃めだか

［出演］指揮：アラン・ギルバート、ピ
アノ：イノン・バルナタン、管弦楽：東
京都交響楽団
［プログラム］ベートーヴェン：劇付随
音楽〈エグモント〉序曲op.84、ラフ
マニノフ：パガニーニの主題による
狂詩曲op.43、ベートーヴェン：交響
曲第3番変ホ長調op.55「英雄」

第55回大阪国際フェスティバル2017提携公演
東京都交響楽団 大阪特別公演

City Life 読者限定

フェスティバルホール
（大阪市北区中之島2-3-18）　
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可
金   額  S席5,800円→5,300円（全席指定・税込） 
受付期間  12/25（日）10時～3/31（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-322
WEB受付 http://w.pia.jp/p/

tmso-osk17cl/

対象公演  4月23日（日） 開演14時　人間国宝・野村万作を筆頭
に、映画やテレビで大活躍の
野村萬斎ほか万作の会一門
が出演する、日本の伝統芸能・
狂言の舞台。
［プログラム］千鳥（茂山千作、
茂山千五郎ほか）、奈須与市
語（野村萬斎）、唐人相撲（野
村万作、野村萬斎ほか）

祝祭大狂言会2017 City Life 読者限定

フェスティバルホール（大阪市北区中之島2-3-18）　
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、
京阪中之島線「渡辺橋」駅下車※未就学児は入場不可
金   額  S席8,000円→7,500円

（全席指定・税込） 
受付期間  12/25（日）10時～3/31（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-321
WEB受付 http://w.pia.jp/p/

shukusai17cl/

対象公演  4月22日（土） 開演15時

©Rikimaru Hottaアラン・ギルバート野村万作野村萬斎

イタリア映画
2作品連続上映会

■高槻市立生涯学習センター多目的ホール（
高槻市桃園町2-1）■参加費：一般（高校生以
上）前売り90 0円（当日95 0円）■問：
TEL072-685-2224　mishimakodomo@
sunny.ocn.ne.jp（三島子ども文化ステーショ
ン）

▶ 2/17（金）
「人生、ここにあり」
▶ 3/21（火）
「あしたのパスタはアルデンテ」
①10時半 ②13時半 ③16時半 ④19時

11代目金原亭馬生師匠の落語と、カタシモ
ワイナリーによるワインティスティング会と幕
の内を楽しむ。

酒と馬生の日々
～江戸落語と河内ワインの会～

■割烹旅館 亀屋（高槻市芥川町2-11-3）■
入場料：8,000円（ワイン・幕の内弁当付）※
支払方法は後日お伝えします■申込：
k a m e y a @ d r i v e . o c n . n e . j p ■問：
TEL072-685-0123（平日9時～17時）

▶ 2/21（火）19 時開演

大人・子ども、プロ・アマの分け隔てなく、生き
る喜びと感謝を表現する。曲目は「スペイン
奇想曲」「トライ・エブリシング」「ワンダフルワ
ールド」など。

第15回阿武山音楽祭
みんなでつくる100人の大合奏
Con vivo！～生きる～

■高槻市立阿武山小学校体育館（市バスJR摂
津富田駅北側バス停より「公団阿武山」行きに
乗車、「大和」下車）■入場無料■持ち物：スリッ
パなどの上履き■問：info@abuyama100.net

開演13時半　
開場13時

▶ 3/5（日）

今年で19回目を迎える、高槻をジャズで溢れ
る楽しい街にしようと始まったジャズストリー
ト。第一部で高槻ジャズストの歴史、ボランテ
ィアのお話。第二部でスウィングジャズバンド
の演奏が楽しめる。

高槻ジャズストリート
先行ライブ From 日吉台

13時～15時

■高槻市立日吉台公民館 大集会室（高槻市
寺谷町50-1）■対象：高槻市民、通勤・通学の
方■定員：100名■参加無料■申込・問： 
TEL072-688-6636（2/3（月）9時～受付開
始・土日祝を除く9時～17時15分）

▶ 3/12（日）

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

障害者差別解消法の「合理的配慮」につい
て、松波めぐみさん（大阪市立大学ほか非常
勤講師）に、わかりやすく話してもらう。

摂津市人権協会
ヒューマンセミナー
『合理的配慮』とは何か
～対話を通して共生社会をつくるために～

■摂津市立コミュニティプラザ３階コンベンショ
ンホール（阪急摂津市駅すぐ）■入場無料■
手話通訳：あり■保育：１歳半～就学前児、
2/15（水）締切、要予約、先着順■問：
TEL06-6383-1324（摂津市人権女性政策
課）

▶ 2/23（木）
13 時半～15時　
開場 13時

①ゲストの話を聞き性の多様性について考
える。②講師の話と料理づくりを通じた交流。

人権講座

■高槻市立富田ふれあい文化センター（高槻
市富田町4-15-28）■対象：市民、市内通勤・通
学の方■費用：①無料、②500円（材料費）■
持ち物：②エプロン、三角巾■定員：①50名（当
日先着順）、②30名（申込先着順）■申込・問：
TEL072-694-5451/申込は2/3～2/17の9
時～17 時の間に電話または来所にて受付。

▶ ①２/８（水）18 時半～20時半
「LGBTｓにきいてみよう～あの時、
今、そしてこれから～」

▶ ②2/22（水）10 時～12時
「韓国と在日コリアンの私
～スンドゥブチゲと常備菜を囲みながら～」

幸重忠孝さんを講師に招き、山科醍醐・大津の
実践から学び、子どもの貧困について考える。

あんしんねっとあゆむ
総合福祉フェア講演会
「誰もが住みやすい地域づくり」

■高槻現代劇場 大ホール（高槻市野見町2-33）
■参加無料■問：TEL072-674-7497/FAX-
072-661-4901（高槻市社会福祉協議会）

13時半～15時半
開場13時

▶ 2/12（日）

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）■問：TEL072-621-1850

▶ 2/2（木）～2/7（火）
茨木市立ギャラリー企画展36
「茨木美術協会選抜展」

▶ 2/9（木）～2/14（火）
梅花女子大学こども学科 絵本制作展

▶ 2/16（木）～2/21（火）
すいか畑の仲間たち「楽しい書道展」Part7

▶ 2/23（木）～2/28（火）
自由席展

稽古の様子や劇団の雰囲気を体験。初心
者でも興味があれば入団することもできる。

高槻シニア劇団WakuWaku
体験オープンクラス

15時～17時
いずれか1日を選択

■高槻現代劇場 集会室（高槻市野見町2-33）
■ 対 象：5 0 歳 以 上 の 方 ■ 申 込・問：
TEL080-2435-8484（平日10時～17時）　
senior@gekken.net

▶ 2/2、9、16、23（木）
　3/2、9、30（木）


