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＜今後の上映>
●暗黒女子（4/1～）
●LION／ライオン ～25年目のただいま～（4/7～）
●ゴースト・イン・ザ・シェル（4/7～） 
●T2 トレインスポッティング～（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～）
●美女と野獣（4/21～）
●バーニング・オーシャン（4/21～）
●ワイルド・スピード ICE BREAK（4/22～）
●無限の住人（4/28～）
●帝一の國（4/29～）

■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://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。

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

ワイルド・スピード ＩＣＥ ＢＲＥＡＫ
名探偵コナン から紅の恋歌（からくれないのラブレター）

2017 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会c Universal Picturesc

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.

c

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

お寺で見よう!!人形劇ラリー。阪急池田駅から
歩いていけるお寺5カ所で様 な々人形劇が行
われる。ちんどんやの街頭練り歩きも見もの。

第4回池田こども花まつり

■会場：寿命寺・弘誓寺・本養寺・陽春寺・大廣
寺（いずれも阪急宝塚線池田駅より徒歩10～
20分）各寺への来場は公共交通機関で■無料
（先着500人）※スタンプカードを当日各会場に
て配布■問：池田こども花まつり実行委員会事
務局TEL072-761-3131（いけだ市民文化振
興財団 内）

▶ 4/8（土）
10 時～16時
※開場 9時 45分NPOや市民活動団体にとって、活動を応援

してくれる仲間や支援者を増やすことは重要
だが、なかなか難しいのが現実。特に寄付集
めなど資金調達には苦労したり、抵抗がある
場合も多いのでは。基礎編に引き続き、今ま
での団体の取り組みを振り返り、今後の進め
方について、実際のプランを立てる。終了後
に個別相談可能・要予約

資金と支援を増やすコツとポイント（応用編）
～応援したくなる活動・団体の為のヒント～

■ラコルタ「吹田市立市民公益活動センター」
（吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ
6階）■無料■定員：30名（NPOの運営に関わ
る方・これからNPOを立ち上げたい方）
■申込方法：電話、FAX、メールにて
■問・申込：TEL06-6155-3167/
FAX06-6833-9851/info@suita-koueki.org

▶ 4/8（土）
13 時半～16時

『曲目』
・トリトン・エムファシス
・科戸の鵲巣
・ローザのための楽章
・STAR WARS　etc.

豊中市立第十一中学校吹奏楽部＆
豊中11中OB・OG吹奏楽団
第16回スプリングコンサート

■箕面市民会館グリーンホール（箕面市西小路
4-6-1)※駐車場はありませんので、公共交通機
関をご利用ください。■入場無料■問：豊中市
立第十一中学校（橋本）

▶ 4/9（日）15 時半開演※開場 15時

プログラム
テレビ番組からの歌声（365日の紙飛行機・
Believe・恋）、矢井田瞳ソングブック、島こど
も歌、みるく世がやゆらなど。

豊中少年少女合唱団
第15回定期演奏会

■豊中市立文化芸術センター 大ホール（豊中市
曽 根 東 町 3 - 7 - 2 ）■ 入 場 無 料 ■ 問：
TEL06-6854-7773（植村）・0797-88-1890（
西岡）■E-mail：toyonakabgc@gmail.com
■HP：http://toyonakabgc.music.coocan.jp/

▶ 4/22（土）14 時開演※開場 13時半
日本を代表するハンマーダルシマー奏者小松
崎健氏とギターリスト伊藤賢一氏によるライ
ブ。ヨーロッパの伝統曲などを演奏。
ソロや息の合った音色をお楽しみに。

小松崎健&伊藤賢一コンサート
JOINT LIVE TOUR 2017

■Atelier la Luciole （アトリエリュシオル）（箕面
市半町2-18-1）■料金：予約2,500円・当日
3,000円（ドイツ焼き菓子付・別途ワンドリンク）
■予約・問：TEL080-3786-7038（夏本）

▶ 4/21（金）19 時開演※開場 18時半
園舎を持たず都会の自然をフルに生かして
活動する森の子教室。森の中で自然を感じ
ながら心と心のつながりを大切に暮らしてい
る森の子たちの写真をスクリーンに映しなが
ら、スタッフが熱い想いを語る。

森の子のくらし
スライド上映会

■千里文化センターコラボ（豊中市新千里東町
1-2-2）■無料■申込方法：メール■一時保育
有（2歳～小学2年生）：子ども1人につき500円
（当日受付にて支払）※保育申込〆切4/16（日）
■申込・問：i@nichinichinomori.org

▶ 4/23（日）13 時～15時半
【演奏曲目】「歌と踊り」より、パッサカリア、
交響的前奏曲、間奏曲、メリアの平原にて、
日本の歌曲など
特別出演　テノール井澤章典
指揮　葛原睦子

豊中シティ マンドリンアンサンブル
第10回記念演奏会

■アクア文化ホール（豊中市曽根東町3-7-2）
■無料■問：TEL06-6841-9087（葛原）
HP：豊中シティ マンドリンアンサンブル
http://tcme.jp

▶ 4/23（日）
14 時開演※開場 13時半

オペラリゴレットよりあなたは心の太陽、わが
太陽、今日もひとつ、かやの木山の、花は咲
く、私を泣かせてください他
出演　清原邦仁（テノール）
　　　長町香里（ソプラノ）
　　　冨岡潤子（ピアノ）

第6回 結みのおコンサート
歌の花束～テノール＆ソプラノ～

■箕面文化・交流センター（箕面市箕面6-3-1）
■入場料：前売2,000円・当日2,200円・小中
学生500円■問：ともに歩む「結みのお」TEL＆
FAX072-722-9914

▶ 4/29（土）
14 時開演
※開場 13時半

落語作家・小佐田定雄と芸能史研究家・前
田憲司両氏のプロデュースにより、いろんな
テーマの落語会を日替わりで開催。

第五回「いけだ落語うぃーく」

■池田市民文化会館（池田市天神1-7-1）
■4/17～4/22：小ホール全席指定・4/23：大
ホール全席自由※通しチケット購入者のみ指定
■料金：前売3,500円・当日4,000円※全公演
未就学児の入場不可■問：池田市民文化会館
TEL072-761-8811

▶ ① 4/17（月）～4/21（金）
　　　18時半開演※開場18時
▶ ② 4/22（土）
　　　15時開演※開場14時半
▶ ③ 4/23（日）15時開演※開場14時  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

毎週火曜日  20分限りの
タイムサービス実施中！
●11：00～11：20　青果コーナー全品2割引セール
●11：00～11：20　魚コーナー全品2割引セール

年中無休

まねき屋亥子谷店
吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

どなた様でも1割引!
スペシャル火曜市

熊本・宮崎特集
お客様感謝デー

KOHYO 山田店SUPER
MARKET

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

山田店
阪急山田駅

デュー阪急山田1F

4/4（火）

春の行楽特集4/9（日）

4/20（木）・ 4/30（日）

4/16（日）

スタッフ大募集

106-6846-8001
シェフカワカミ 桜塚店
豊中市南桜塚3丁目6-27

〈種別〉パート募集
〈作業〉事務・レジ・ベーカリー・食品 など
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／890円
　　～920円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

阪急曽根店

豊中市曽根東町3丁目1-1　ティオ阪急曽根1F
KOHYO 阪急曽根店106-6842-5040SUPER

MARKET

※メンバーさん・アルバイトさん募集中です。
　水産部･レジ、その他のお仕事も募集中です。まずはお電話下さい。

● 4/20（木）感謝デー！！
● 4/30（日）感謝デー！！
●毎月15日 GG感謝デー！！

コープ東豊中
豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

月掛金は1,000円から
家族みんなの
基本の保障 《たすけあい》

コープ共済

CO・OP《たすけあい》はその名のとおり、組合員同士の
助け合いの気持ちが形になった共済です。生協だから
こそできる、組合員のくらしにやさしい安心の保障です。

千　里　店　豊中市新千里南町2-6-12
蛍　池　店　豊中市螢池中町２-４-１７
桜の町店　豊中市桜の町3-5-8
山　下　店　川西市見野2-24-11
茨 木　店　茨木市元町8-1
石 橋 店  池田市豊島北2-4-6
高 槻 店  高槻市大蔵司３-１４-４

106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777
1072-698-4130

毎日 安い !

日本の国民食ともいわれるカ
レーは、大阪で独自の進化を遂
げ続けています。香辛料を多く
使うスパイス系のカレー、数種
類を混ぜて食べるスリランカカ
レーなどさまざま。西日本最大
級となる「カレーEXPO」は3回
目。さらにパワーアップして開催
します！是非お越しください！！
（P.28参照）（コサオ）

春は季節の変わり目というこ
ともあり、気持ちが沈んでしまっ
たり、体の不調が出てきてしまっ
たりしやすい時期のようです。結
局は運動不足だったり食生活
の乱れなどが不調の大きな原
因となっていることが多いと聞き
ます。2・３ページで詳しくご紹介
してますので、ぜひご参考くださ
い。（やまどり）

春は新しいことをはじめたく
なる季節です。4月号シティラ
イフゼミナール企画（P.10）で
は、北摂地域の色々なセミ
ナーをお手軽に受けることが
できます。
私も先日ピラティスの体験
予約をしました。4月から運動
を生活に取り入れたいと思っ
ています。（まゆう）

CityLifeの取材をきっかけに長
年通い続けたプライベートサロン
が、残念ながら引っ越しのため3月
末で閉じることに。フェイシャルや
アロマトリートメントの施術を受け、
私の良いご褒美タイムでした。「キ
レイの第一歩 応援します」（P.4
～P.7）を見て、自分に合ったサロ
ンをまた見つけたいと思います。
（自称・美容番長よしみん）

編 集 後 記

ご応募はメールか郵送にてお送りください。応募の動機、郵便番号、住所、氏名、年
齢、職業、ＴＥＬを記載いただき、上半身と全身のお写真をお送りください（随時受付）。
〒566-0001 摂津市千里丘1-13-23　シティライフ読者モデル係
メール info@citylife-new.com
※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部からご連絡させていただきます。

CityLife 読者モデル募集中
グルメ・スポーツ・美容・レジャーなど、読者モデルとして実際に体験をしていただけ
る方を募集しています。親子でのご応募も歓迎です。ご応募をお待ちしております！

応募
方法 


