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（左）ヒアリングマラソン
やイングリッシュアドベン
チャーのヒアリング教材
も査定OK

買い取り専門店 トレジャー  
教材買取センター
受/9時～20時　年中無休
古物許可No.大阪府公安委員会 
第622010123619

70120-977-719  
https://t-reasure.jp/educational/

（上）社労士、行政書士、
各士業や建築士の資格
取得教材、医学部受験
教材、公務員テストなど
の教材を高額査定。

〈買取例〉
●資格教材：フォーサイト、TEC、LEC、クレアール
●外国語教材：ロゼッタストーン、ピンズラー、イングリッシュ
　アドベンチャー
その他、受験教材や幼児教材・知育DVD・木製玩具なども
多数買取中 

特典　「シティライフを見た」で
買取額20％UP！（4月末まで）

　もし、外国語の勉強や資格取得を目指して購入し
た教材がお家にあるなら、教材の高価買取で多数の
実績を持つトレジャーの教材買取センターに電話し
てみよう。中古品・使用済み教材の査定ＯＫで、年間
2,000点以上の買取実績を持つので安心してお任
せできると評判！例えば、スピードラーニングや社労
士・行政書士などの資格取
得教材など、思わぬ高値が
つく場合もあるという。無料
出張買取や送料無料の宅配
買取も行っているので、詳細
はお電話で確認してみよう。

納得の査定で高価買取を実現してくれる
無料出張ＯＫ（大阪・兵庫・京都）のトレジャーへ

不要な資格教材や
外国語教材があったら

こどもちゃれんじEnglishの教
材や知育DVDなどの査定も
OK 

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

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、編集部から連絡いたします。

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

ボーカル久保茜＆ギター光田英生が出演。お
子様連れ、ベビーカー、車いすでの来店も大
歓迎。②のみ先着40名にチョコをプレゼント。

Cafe Be ミュージックデイ

①11時～12時
②13時半～14時半
（入替制）

■Cafe Be（高槻市郡家本町5-2）
■入場料：500円（1ドリンク付き）
■問：TEL 072-681-4700

▶ 3/18（土）

落語愛好家の市民グループ「噺の会じゅげ
む」による公演。

高槻市民寄席

開演14時
開場13時半

■高槻市立生涯学習センター1階展示ホール
（市役所総合センター内）■入場料：無料
■定員：先着200名
■問：TEL 072-674-7700

▶ 3/20（月・祝）

「あしたのパスタはアルデンテ」
イタリア映画作品上映会

①10時半　
②13時半　
③16時半　
④19時

■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900円（当日950円）
■問：TEL072-685-2224、
mishimakodomo@sunny.ocn.ne.jp
（三島子ども文化ステーション）

▶ 3/21（火）

吹奏楽部の1年間の練習の総まとめともな
る演奏会。お誘いあわせのうえ、気軽に足を
運んで。曲目はアニメヒロイン・メドレー他。

第39回アプリコットコンサート 

■高槻現代劇場中ホール（阪急高槻市駅下車
徒歩7分）■入場料：無料
■問：072-682-5884（吹奏楽部顧問・鈴木）

▶ 3/25（土）

男女共同参画マニフェスト、ウィズせっつ村
の村長発表。手作りマルシェ、模擬店など。
フィナーレには悠以さんによるトーク＆ライブ
を開催。

ウィズせっつフェスタ2017

9時半～15時15分

■摂津市立コミュニティプラザ（阪急摂津市駅
前）■入場料：無料■問：TEL 06-4860-7112
（男女共同参画センター）

▶ 3/4（土）

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

15～17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：50歳以上の方■申込・問：
TEL080-2435-8484（平日10～17時）、
senior@gekken.net

▶ 3/2、9、30（木）
世界のわらべ唄や、手あそび歌を、歌とコント
ラバスのシンプルな音で楽しむ。

乳幼児の親子のための
「チリンとドロンのコンサート」

開演11時
開場10時40分

■高槻現代劇場402号室（高槻市野見町
2-33）■参加費：0～10才500円、大人1,500
円■対象：0才からの親子■定員：70組■申込・
問：TEL072-685-2224、mish imako-
domo@sunny.ocn.ne.jp（三島子ども文化ステ
ーション）

▶ 3/5（日）

高槻市人権まちづくり協会人権啓発指導員
の岩﨑律雄さんを講師に開催。②は、ピアノ
演奏会もあり。

人権講演会
ひとの心をひびかせるとは
～世界で一番貧しい大統領のスピーチより～

10時～12時

■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）■入場料：無料■対象：高
槻市民、市内通勤・通学の方■定員：①100人、
②1 5 0人（両日とも当日先着順）■問：
TEL072-694-5451

▶ ①3/9（木）
　②3/11（土）

長慶を顕彰､町おこしする各地の団体と連
携し活動している状況を話題提供する。講
演は堀孝先生。

三好芥川城の会　結成15周年記念講演
「三好長慶・芥川政権と呼ばれる時代」
―芥川・安土・桃山時代と呼べるのではないか―

13時半～15時半
開場13時

■クロスパル高槻 7階会議室（JR高槻駅すぐ）
■参加費：300円（資料代）■定員：先着100名
■問：TEL090-3966-2999、
FAX072-687-0217、
sk.6867@ktj.biglobe.ne.jp（佐伯）

▶ 3/12（日）

（三島高校吹奏楽部演奏会）

開演18時
開場17時半

北摂イベント

公共交通機関をご利用ください。 開催中は駐車場が満車となり、周辺道路が大混雑するとともに駐車場の入出庫に数
時間かかる場合があります。※5/14（日）・20（土）はJリーグの試合が開催されます。

9：30 ― 16：30（入場16：00まで）　万博記念公園・東の広場
会　費 350円（小学生以下無料）

雨天決行 ※荒天により中止となる場合がございます。
主　催 ロハスフェスタ実行委員会／シティライフ

※障がい者手帳をお持ちの方ご本人と介助者１名無料 
※別途公園入園料（大人250円・小中学生70円）が必要
※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。

400ブース
以上が出展

シティライフが主催・運営する「ロハスフェスタ」「カレー
EXPO」「ラーメンEXPO」などのお手伝いいただける元
気なアルバイトスタッフを募集します。いっしょに地域イ
ベントを盛り上げていきませんか？
［お問合せ］ シティライフNEW イベント事業部　摂津市千里丘1-13-23　TEL06-6338-0641

イベントアルバイト

仕事：会場設営、誘導、受付、会場撤収など
時給：1,000円（交通費別途支給・昼食付）

スタッフ募集！
下記フォームよりご応募ください。（QRコード
からも応募できます）後日、ご連絡致します。
https://ssl.form-mailer.jp/
fms/6f34c2e3494921

定員になり次第締め切りますので、できるだけお早めにご応募ください。

開催
決定！

大阪ステーションシティシネマ他にて全国公開中
素晴らしきかな、人生

　華やかでエキサイティ
ングな人生を送っていた
ハワードに訪れた最愛の
人の死。深い喪失感から
抜け出せない彼の前に３
人の奇妙な舞台俳優が現
れ、彼の生き方を変えてい
く。幾つもの伏線が一つに
なる意外なラストに辿り着
いたとき見えてくる「人生
の素晴らしさ」とは？

監督：デヴィッド・フランケル
出演：ウィル・スミス、ケイト・ウィンスレット

※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。

2月24日（金）公開　TOHOシネマズ梅田ほか
ラ・ラ・ランド

　ロサンゼルス、青空の下の大
渋滞の高速道路。車の間を縫っ
ての、カラフルでダイナミック
な群舞で幕が開く。ある日出会
った若い男女ミアとセブには、
女優とジャズピアニストという
夢があった。成功を追い求め、
応援し合い、すれ違い…流れた
月日。美しい音色に包まれて、
実現した夢の日に、実現しなか
った夢の日々が重なっていく。

監督：デイミアン・チャゼル　
出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン

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
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＜上映中＞ 
●君の名は　●本能寺ホテル　
●恋妻家宮本　●キセキ-あの日のソビト-　
●破門 ふたりのヤクビョーガミ
●黒執事 Book of the Atlantic  
●ドクター・ストレンジ　●ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち
●君と100回目の恋　●サバイバルファミリー
●相棒 劇場版IV　●1週間フレンズ　
●劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-
●劇場版 列車大行進 日本を駆ける列車たち
●愚行録  ●ラ・ラ・ランド　●xXx＜トリプルX＞：再起動
●きょうのキラ君　●彼らが本気で編むときは、
●素晴らしきかな、人生
＜今後の上映＞ 
●アサシン クリード（3/3～）

●劇場版プリパラ み～んなでかがやけ！キラリン スターライブ！（3/4～）
●映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険（3/4～）
●よしもと新喜劇 映画「商店街戦争～SUCHICO～」（3/4～）
●モアナと伝説の海（3/10～）
●劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！（3/11～）
●チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～（3/11～）
●SING／シング（3/17～）
●結城友奈は勇者である 鷲尾須美の章 第1章 「ともだち」（3/18～）
●ひるね姫 ～知らないワタシの物語～（3/18～）
●3月のライオン　前編（3/18～）
●映画プリキュアドリームスターズ！（3/18～）
●パッセンジャー（3/24～）　●ひるなかの流星（3/24～）
●仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦（3/25～）
●サクラダリセット 前篇（3/25～）　●ＰとＪＫ（3/25～）
●キングコング：髑髏島の巨神（3/25～）

■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://present.citylife-new.com/
●締切3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イオンシネマ茨木
上映時間案内 2072-621-0807


