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復興へと歩みを進める

の　 を訪ねて

取材協力

3月3日（金）、4日（土）、編集部は九州運輸局主催の
「熊本市復興ツーリズムモニターツアー」に参加してき
ました。まだまだ復興途中の熊本ではありましたが、
人々の温かさに触れ、元気をもらった2日間でした。

熊本地震復興祈願チャリティイベント

　最大震度7の地震を2度受けたことにより
大きな被害に遭った熊本城。ボランティアガ
イドの本山さんに案内してもらい、その現状
を詳しく知ることができました。石垣の崩落、
国指定重要文化財の破損など、復興には多
くの時間と費用を要します。熊本城公式HP
では復興城主（1回につき1万円以上の寄
附）を募集中。まずは一度訪れて、見学する
ことから、熊本城を応援していきましょう。

復興のシンボル、熊本城を見学
いつかふたたび美しい姿を…

熊本城の今…

市役所14階展望所から見た「飯田丸五階
櫓」。ここも含め、立ち入り禁止区域は多いが、
加藤神社から大天守小天守を望めました。

石垣が崩れ、中が剥き出しになっている「戌
亥櫓」。大きな石の中にはうらごめ石といった
小さい石が詰められていることがわかります。

　2日目、阿蘇に向かう途中で、甚大な
被害を受けた益城町（ましきまち）に寄
りました。震災の爪痕が残るなか、避
難所となっていた体育館の駐車場で
は、〝みんなで頑張ろう〟と「ましき復興
初市」が行われていました。仮設団地に
暮らす人も多く、まだまだ大変な状況で

あることを痛感しました。

更地が増え、仮設団地も点在
道路は未だ凸凹なところも

益城町の今…

熊本地震から
まもなく1年
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も見学。
3/4（土）には、阿蘇一帯で行
われたワン九州フェスにも参
加。「道の駅　あそ望の郷くぎ
の」にはキャイーンも来場し、
阿蘇の食材を使ったどん
ぶりで対決。2つのご当地
どんぶりにはたくさんの人
が並ぶなど活況でした。

テクノ仮設団地には
神戸からボランティアの

大学生の姿も。

熊本城は、被災箇所の復
興作業に合わせ、日々変
化しています。しかしなが
ら、その時々の情景も「今
こそ見て欲しい熊本城」で
す。ぜひお越しください。

熊本空港近くの益城町テクノ仮設団地。
他にも益城町には18の仮設団地が。

熊本観光ボランティアガイドの本山さん

（左）道路には地震で浮き上がったり、沈
没している箇所がいくつも見られました。
（右）益城町商工会が主催した「ましき復
興初市」。町内の飲食店や竹細工店など
約50店舗が出展。太鼓演奏や地元キッ
ズダンサーのステージもあったそう。

お城見学の前に立ち寄りたい
歴史文化体験施設 湧々座
桜の馬場・城彩苑にあ
る同施設では、震災後
ドローンで撮影された
城内の映像や、江戸時
代の城の様子を見るこ
とができます。

南阿蘇も
頑張って
います!

今

入館料 ： 大人300円、
子ども（小中学生）100円

くまもとよかとこ案内人の会　http://www.k-yokatoko.com
熊本城のボランティアガイドを希望する方は上記ホームページをご覧の上、お申し込みください。
※ガイド1名につき、ご案内できるお客様は15名。　※ガイドの現地までの交通費2,000円のみ必要。

JTB九州　http://www.jtb.co.jp/kokunai/area/kyushu/
今回、この旅をアテンドしていただいたのがJTB九州 コミュニケーション事業部のみなさん。JTBでは
熊本をはじめとする九州へのツアーや個人旅行のプランがいっぱい。春やGWの旅行はぜひ熊本・九州へ!

曲目は、「燃え尽きる僕ら」「桜花」「気炎万
丈」ほか。

関西大倉学園和太鼓部
「雷（いかずち）」 定期演奏会

■関西大倉学園ハイブリッドホール（茨木市山
2-14-1）※JR茨木、阪急茨木市、阪急石橋、阪
急北千里、千里中央からスクールバスあり/乗り
場・時間は学校HPを参照■入場無料■問：関
西大倉中学校・高等学校TEL072-643-6321

▶ 4/15（土）14 時～

指揮：前川惠子　
ピアノ：出田恵美
曲目：クリスマス・コーラス・アルバムよりアメ
ージング・グレイス。おおさか風土記より、な
にわの祭り他。

コールRiver 11th コンサート

開演14時　開場13時半

■茨木市市民総合センター センターホール
　（茨木市駅前4-6-16）
■入場料：無料■問：TEL072-633-8243

▶ 4/22（土）

所内見学ツアー、ものづくり体験、スタンプラ
リー、 学生が研究内容の話をするサイエンス
カフェ（4/30のみ13時開場、13時半～14
時半）を開催。

大阪大学いちょう祭
産業科学研究所一般公開

10時～16時

■大阪大学 産業科学研究所（茨木市美穂ケ丘
8-1）■入場料：無料■問：TEL06-6879-8524
（平日8時半～17時15分）
kouhou@sanken.osaka-u.ac.jp（広報室）

▶ 4/30（日）、5/1（月）

ピア二スト4人を中心としたクラシックコンサ
ート。1部は未就学児（座席不要の場合は無
料）歓迎。2部は小学生以上。

たかつき悠々コンサートvol.5
ピアノパフォーマンス
1本～40本!?指で奏でるビックリ箱☆

第1部：開演11時　第2部：開演14時
開場は開演20分前

■クロスパル高槻8階イベントホール
　（JR高槻駅前）
■入場料：小学生以下500円、大人1,500円
■申込・問：TEL090-5665-4279、
FAX072-669-9903、yuka_suguri@yahoo.co.jp

▶ 4/16（日）

「ハリー・ポッターと賢者の石」「ゴジラ」など、
人気の映画音楽や吹奏楽の名曲を演奏。

高槻市音楽団管楽部
第85回定期演奏会

18時半～20時半　
開場18時

■高槻現代劇場大ホール（阪急高槻市駅より
徒歩5分）■入場料：無料
■問：TEL072-683-3331（今城塚公民館）

▶ 4/29（土・祝）

人形劇の公演をはじめ、あかちゃんコーナー、
つくってあそぼコーナー、おはなしコーナーなど
が楽しめる。おにぎり、パン、ジュース販売あり。

第20回
高槻アマチュア人形劇まつり

10～15時

■城内公民館（高槻市城内町1-1）
■参加費：300円（3歳以上）
■問：TEL072-675-8681（河村）、
　　 TEL072-687-7809（西野）

▶ 4/8（土）

①講師：渡井彩乃氏
　（今城塚古代歴史館専門員）
②講師：清水邦彦氏
　（茨木市立文化財資料館学芸員）

春季特別展
「太田茶臼山古墳の時代」
特別講演会

13時半～15時
「新池遺跡と土室古墳群
の埴輪」

■今城塚古代歴史館 2階 映像研修室（高槻
市郡家新町48-8）■定員：150名（当日先着順）
■参加費：①無料、②300円■問：TEL 072-6
82-0820、FAX072-682-0930

▶ ①4/9（日）

13時半～15時
「太田古墳群と三島西部
の中期の集落」

▶ ②4/23（日）

プログラム：みんなの歌、シューベルト作品
集、合唱組曲「お菓子の歌」、OGとの合同
合唱。

第28回 定期演奏会

■高槻現代劇場中ホール（阪急高槻市駅より
徒歩5分）■入場料：無料
■問：TEL072-674-7414（文化スポーツ振興
課）、TEL072-699-0035（国久）

▶ 4/29（土・祝）

高槻市少年少女合唱団

開演 14時　
開場 育成会会員：13時　一般：13時半

当日は限定メニュー（ロコモコ丼、鶏そぼろ
丼、モンアミー特注のパンで作るサンドイッチ
販売など）や地元茨木の野菜・特産品、ハン
ドメイド雑貨等を販売。15時からはティータイ
ムコンサートも。詳細はホームページで。

人気店「BONOcafe」
10周年大イベント開催

11時～17時

■茨木市水尾2丁目14-35
■問：TEL072-632-5124
http://bonocafe.net/

▶ 4/29（土・祝）

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

北摂イベント

＜上映中＞ 
●君の名は　●ラ・ラ・ランド 
●劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-
●劇場版プリパラ み～んなでかがやけ！キラリン スターライブ！
●映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険
●モアナと伝説の海　●SING／シング
●劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！
●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～
●結城友奈は勇者である 鷲尾須美の章 第1章 「ともだち」
●ひるね姫 ～知らないワタシの物語～
●3月のライオン 前編  ●映画プリキュアドリームスターズ！
●パッセンジャー　●ひるなかの流星
●仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大戦
●サクラダリセット 前篇　●ＰとＪＫ
●キングコング：髑髏島の巨神

＜今後の上映＞ 
●ムーンライト（3/31～）  ●暗黒女子（4/1～）
●レゴ®バットマン ザ・ムービー（4/1～）
●ゴースト・イン・ザ・シェル（4/7～）　●夜は短し歩けよ乙女（4/7～）
●映画 きかんしゃトーマス「走れ！世界のなかまたち THE GREAT RACE」（4/8～）
●ねこあつめの家（4/8～）  ●グレートウォール（4/14～）
●名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）（4/15～）
●映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ（4/15～）
●ReLIFE リライフ（4/15～）
●バーニング・オーシャン（4/21～）
●美女と野獣（4/21～） 
●3月のライオン 【後編】（4/22～）
●ワイルド・スピード アイスブレイク（4/28～）
●かみさまみならいヒミツのここたま（4/28～）
●帝一の國（4/29～）    ●無限の住人（4/29～）

■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4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

4月14日（金）より全国ロードショー　
グレートウォール

　北方異民族の侵攻を阻
止するため造られた「万里
の長城」には、我々が知ら
ない驚くべき秘密があっ
た。想像を絶する未体験の
映像の連続とロマンあふ
れるスリリングなドラマが
織り成す空前絶後の映像
美、極上の興奮に満ちた驚
天動地のアクション･エン
ターテインメント。

監督：チャン・イーモウ
出演：マット・デイモン、ジン・ティエン

©Universal Pictures

※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。

4月22日（土）公開　シネ・リーブル梅田ほか
メットガラ　ドレスをまとった美術館

　NYメトロポリタン美術館で
毎年５月に行われるメットガラ
は、米ヴォーグ誌編集長のアナ
が仕掛ける“ファッション界のア
カデミー賞”。ファッションはア
ートか否か？を軸に、ダイナミッ
クな企画展「鏡の中の中国」が
刻々と準備されていく緊張感
漂う舞台裏。セレブに纏われる
豪華なファッションにも目を奪
われるドキュメンタリー。

監督：アンドリュー・ロッシ
出演：アナ・ウィンター、アンドリュー・ボルトン

2016 MB Productions, LLC and MB Investment Management, 
LLC.All Rights Reserved.
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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


