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Osaka Shion Wind
Orchestra in箕面

みのおてならい第9回

仏像彫刻入門講座

春のお彼岸、祈りの心で彫る体験会

▶
▶

3/11（土）

▶

▶ ワークショップ

■箕面市中央生涯学習センター3F講座室
（箕面
市箕面5-11-23）■参加費：1,000円（木材代含
む・彫刻刀は別途貸し出し可）■定員：20名※先
着 順 ■ 申 込・問：み の お て ならい 事 務 局
FAX072-224-3657
【E-mail】minohjuku@gmail.com

手をつなごうコンサート
『東日本大震災で被災された方々の為に』

箕面市青少年吹奏楽団
第24回定期演奏会
▶

第1部12時開演
※開場11時半
第2部15時半開演
※開場15時
（予定）

3/5（日）

10時半〜15時
▶ 写真展示 3/7
（火）〜18（土）
月曜休館

■箕面市立メイプルホール大ホール
（箕面市箕
面5-11-23）
■料金：①大人2,000円
（会員・団
体1,800円）
中学生以下1,000円
（会員・団体
900円）※2歳以下で座席不要の場合は無料
②大人2,000円（会員・団体1,800円）学生
1,500円
（会員・団体1,350円）
※未就学児不
可■①②共に全指定席・前売券完売の場合、
当日券の販売なし■問:（公財)箕面市メイプル
文化財団TEL072-721-2123

3/26（日）

3/8（水）〜3/18（土）

② LOST&FOUND PROJECT

3/11（土）

3/26（日）

▶

3/11（土）

11時半〜12時、14時半〜15時
①活動紹介・写真と持ち主の再会風景②津
波に流され回収された写真数千枚の貼り付
け作業と展示
（関西初公開）
③関西大学社
会学部 古川ゼミ ポスター展・吹田の風
プロジェクトミニライブ
■千里ニュータウンプラザ
（吹田市津雲台1-2-1）
①③2Fエントランスホール②6Fラコスタ
■無料
■問：ラコスタTEL06-6155-3167
【E-mail】info@suita-koueki.org

メイシアター／千里金蘭大学 共同事業
ファミリーミュージカル

『さよなら、五月 〜サヨナラ、サツキ〜』
▶

17時半開演
※開場17時

3/25（土）

18時〜
▶

【曲目】
より／I.ストラヴィンスキー
・バレエ組曲「火の鳥」
・Hymn to a Blue Hour／J.マッキー
・松田聖子ヒット・メドレー／arr.岩井直溥 他
※曲目は変更になる場合あり
指揮:竹本裕一

■箕面市立メイプルホール小ホール
（箕面市箕
面5-11-23）
■料金：無料※受付での募金にご
協 力をお 願 いします（ 全 自 由 席 ）■ 問：
TEL072-786-9853
（RＭOナリモト）

3/3(金)

20時5分〜21時

3/26（日）

■グリーンホール箕面市立市民会館
（箕面市西
小路4-6-1）
■入場料:大人800円学生500円
（
前売・当日共、
全自由席）
■問:
（公財)箕面市メイ
プル文化財団TEL072-721-2123
（月曜休館）
【ＨＰ】http://minoh-sisui.gr.jp
【E-mail】webmaster@minoh-sisui.gr.jp

子どもから大人まで幅広い市民らが参加す
る公演事業として、
メイシアターが開館した昭
和60年から平成16年まで隔年で10回実施
してきた、
ファミリーミュージカル。平成19年
度より千里金蘭大学の学生が出演者、
スタ
ッフとして参加。一般市民を募集し、
プロの
俳優らが加わり、新たな形で毎年度公演。
■吹田市文化会館メイシアター中ホール
（吹田
市泉町2-29-1）
■入場料金：大人2,200円・小
人（3歳以上中学生以下）1,200円※当日各
2 0 0 円 増（ 全 席自由 席 ）■ 問：メイシアター
TEL06-6386-6333
（9時〜18時半）

アンデス音楽の演奏。雄大な大自然に響き
渡る南米の音楽フォルクローレ！歌って、踊っ
て TAKISUN と過ごす楽しいひととき。
空港利用の方だけでなく、空港周辺にお住
いの方も。
「コンドルは飛んでいく」
など、有名
な楽曲を演奏予定。
■大阪国際空港北ターミナル1階「ロビーステー
ジ」
（豊中市蛍池西町3-555）
■無料■問：関西
エアポート
（株）ITMイベント事務局TEL06-4865-9535
（平日9時〜12時/13時〜17時半）
【ＨＰ】
http://www.osaka-airport.co.jp/

せんたーおでかけぎゃらりー2017
5館同時開催
▶

3/20（月）〜3/24（金）

岸部・豊一・千里丘・千里市民センターと、山
田ふれあい文化センターの5センターが、千
里ニュータウンプラザ2Fエントランススペー
スにて合同作品展示会を開催。作品展示、
作品体験コーナー
（ワークショップ）
のイベン
トを予定。ほかにも市民センター紹介コーナ
ーや、
プレ展示イベントなど。
プレ展示は千里
市民センター以外で開催。
■岸部市民センター
（岸部南1-4-8）
・豊一市民
センター
（垂水町1-53-7）
・千里丘市民センター
（千里丘上14-37）
・千里市民センター千里ニュ
ータウンプラザ
（津雲台1-2-1）
・山田ふれあい文
化センター
（山田東1-28-9）■無料■問：豊一
市民センターTel：06-6384-1290担当：池野

素晴らしきかな、人生

大阪ステーションシティシネマ他にて全国公開中

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS
NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT, LLC

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

ラ・ラ・ランド

2月24日
（金）
公開

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？

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。

今月の
オススメ

※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。

CityLife
おすすめ情報
「この人に注目!」

「日本全国、女一人、弾き語りの旅」。
47都道府県をストリートライブツアーで周った

雪の舞う1月15日、蛍池ルシオーレ。透
明感のあるのびやかな歌声を響かせてい
たのは、
シンガーソングライターの新菜ひか
りさん。豊中生まれ、
吹田在住の彼女は10
代の頃、地元大阪アイドルユニットで活動
後、2009年に単身上京し、独学のギター
で曲づくりをスタート。2010年から路上ライ
ブやオリジナル曲の発売など音楽活動を
続けてきた。
そして2014年の4月から8月に
かけて、
なんと日本全国47都道府県をたっ
た一人、
ストリートライブツアーで制覇した
のだ。
「九州とか四国では話しかけてくれる
人も多くて、東北の方たちはじっくりと聞い
てくれる感じ。県民性を体 感できました
（笑）
。商店街で夜に歌うこともあったので、
酔ってご機嫌な方がいたり、高知では駅前
なのに人が居なくて、
それでも歌っていると
タクシーの運転手さんがわざわざ降りて聞
きに来てくださって
『人おらんやろ?』
って話
2016年12月 BEST ALBUM発売
「Everything」 3,000円
Track List / 01.道 02.新しい自分 03.流れ星
04.夏の雨 05.Pride 06.色とりどりの糸
07.こぼれ落ちないように 08.思考回路
09.サヨナラ。10.心の扉
11.メリーゴーランド 12.幸せのカタチ
13.色 14.ONLY STAR
15.チョコレート 16.笑ってたいねん
17.良い夢見てね。

右上はJR徳島駅前のクレメントプラザ前で歌う新菜さん。

かけてくださったり。
たくさんの素晴らしい出
会いがありました」
と語る。
昨年までは
〝Hikari〟
として活動してきた
が、
2017年1月1日から心機一転、
〝新菜ひ
かり〟
として、
地元北摂を中心に活動してい
くという。
「昨年、万博公園でのステージに
立たせてもらった時、
太陽の塔を眺めていた
ら、
地元吹田のことを歌にしたいなって思っ
たので、今年はそれにチャレンジしたいです
!!」。
まずはオフィシャルウェブサイトにアクセ
スしてその歌声を一度聞いてみて!
ライブスケジュール

c

※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。

市民科学講演会

「〜宇宙と素粒子の
新しいトビラをひらく〜」
▶

3/19（日）

13時〜16時10分
※開場13時半

一般市民の方々や高校生などに広く物理学
の素晴らしさを知ってもらうための講演会。東
京大学宇宙線研究所長 教授梶田隆章氏
と、
大阪大学大学院理学研究科教授 橋本
幸士氏を迎える。
■池田市民文化会館（アゼリアホール）
（ 池田
市天神1-7-1）
■入場料：無料■申込不要■定
員：974名※先着順■主催：日本物理学会 大
阪大学■問：理学研究科
（講演会担当）
jps2017shimin@het.phys.sci.osaka-u.ac.jp

●3月のライオン 前編
（3/18〜）
●パッセンジャー
（3/24〜）
●ひるなかの流星
（3/24〜）
●キングコング 髑髏島の巨神
（3/25〜）
●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〜）
●PとJK
（3/25〜）

SING!

2016 Disney. All Rights Reserved.

鑑賞券を
プレゼント

c Universal Studios.

■応募方法

■109シネマズ箕面

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://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。

サークル・クラブ・ボランティアなど、地域で仲間と共に活動しているみなさんをご紹介します。

外国で生活していて不安なのは、
やはり病気になったとき。
言葉が不自由な場合はなおさらだ。箕面では、元々外国人対
象の生活相談活動をしていた金さんと埋橋さんを中心に、同
会をスタート。外国から来日した人や、
日本に長く暮らしている
が言葉に不安をもっている外国の人が、安心して病院にかか
れるように通訳に同行している。
メンバーには、開業医や大阪
大学の職員もいる。それらのメンバーが
依頼者には妊婦も多く、出産後も検診に同行す
るなど、何年もサポートするケースも。昨年11月に
アドバイスやまとめ役を担うとともに、市
は、他団体や外国人市民と顔の見える関係を築
の医師会や国際交流協会などの協力
いたり活動を知ってもらうために、箕面市国際交
も得て、外国人が安心して暮らせる地
流協会主催の多民族フェスティバルに参加した。
域づくりに貢献している。
みのお外国人医療サポートネット（箕面市） スタート／2002年 活動／依頼に応じて
定例会：第3土曜13時半〜16時

場所／箕面市立病院ほか

2017年3月28日（火）

OPEN/18時半〜 START/19時〜
TICKET/前売り 2,500円 当日 3,000円
（＋F&D1,100円）

CDの購入、
ライブチケットのお求めは

あなたの街の情報を
お待ちしております！

メール p l a y @ c i t y l i f e - n e w . c o m

モアナと伝説の海

大阪 梅田 「soap opera classics」に出演

「新菜ひかり OFFICIAL WEB SITE」で
http://www.hikari712.com

ミュージアム

集え、元気なサークル・クラブ・ボランティア

に いな

シンガーソングライター新菜ひかりさん

掲載
無料

＜今後の上映>
●アサシン クリード
（3/3〜）
●映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険（3/4〜）
●モアナと伝説の海
（3/10〜）
●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!
（3/17〜）

TOHOシネマズ梅田ほか

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

催し

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 2 0570-001-109

推薦者 : nanako

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian
(Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.

ギャラリー

109シネマズ箕面

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

コンサート

講座・講演

10時〜18時
※3/20（月）13時〜・3/24（金）10時〜16時迄
※プレ展示 3/11（土）〜3/18（土）9時〜22時

①13時〜②17時〜

ゴスペル、
コーラス、
オカリナ、
リコーダー、
フ
ルート、尺八、吹奏楽、
ウクレレ、
フラダンス等
の音楽仲間が行うチャリティコンサート。エン
ディングは会場全員で
『ふるさと』の大合唱
を。募金は、福島の子どもたちとその家族の
ための短期保養プログラム
『森の休日』支援
の為に、山形県『葉っぱ塾』
へ寄付される。

▶

③ ポスター展＆ミニライブ

①午前の部「0歳からのファミリーコンサート」
（乳幼児・小学生向け）
②午後の部「スペシャルコンサート」
（中・高校生・一般向け）

初心者にも取り組みやすい、はがきサイズ
のレリーフ板の仏像彫刻に挑戦。迎える仏
さまは「白衣観音（びゃくえかんのん）」。そ
のご尊顔を彫る技と心をお寺の仏像を数々
手がける本物の仏師の立花麟士先生から
直接伝授。

北摂イベント

大阪国際空港ロビーコンサート

「アンデスのしらべ」

① 思い出サルベージ写真展

①11時開演
※開場10時半
②14時開演
※開場13時半

10時〜12時

▶

津波、写真、
それから

3/31（金）
までの特別キャンペーン実施中！

買取価格 10 %UP
※ブランド中古品に限ります

問／090-5060-3849

http://medinet.blog.eonet.jp/

