
City Life Hokusetsu WEST   2017.627

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
富本憲吉や柳宗悦は「図案」の代わりに「模
様」という言葉を用い、それぞれに「模様」をめ
ぐって独自の制作活動や思索を展開。近代
の日本における「工芸図案」の変遷を経て、
富本や柳は「模様」にどのような意義や価値
を見出したのかなど、講師に土田眞紀氏（帝
塚山大学講師）を迎えての記念講演会。

近代の工芸と『模様』

■国立民族学博物館・第5セミナー室（吹田市千
里万博公園10-1）■定員：100名（要予約）
■聴講料：300円（※別途民芸館入館料が必要）
■問・申：大阪日本民芸館TEL06-6877-1971・
FAX06-6877-1973

14時～15時半　※開場13時半
▶ 6/4（日）

内容は、「葛城氏研究の現状と課題」
－考古学から見た葛城集団の実像－
御所市教育委員会　文化財課　
課長　藤田和尊先生を迎える。

豊中歴史同好会例会
̶富本憲吉と柳宗悦を中心に̶

■蛍池公民館（豊中市螢池中町3-2-1）
■料金：ビジター聴講料1,300円
■問：TEL090-5400-4638（小川）

14時～16時
▶ 6/10（土）

フランスが生んだ偉大な芸術家、ジャン・コク
トーが描く、ロマンティックかつ悲劇的なラブ
ストーリー作品をワンコインで楽しめる。

『双頭の鷲』
みのお coin de cinema 

ワンコイン・コンサート
身近なホールのクラシック藤岡幸夫指揮

関西フィルハーモニー管弦楽団　七夕コンサート

■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：500円《全自由席》当日
券のみ■問：（公財）箕面市メイプル文化財団
TEL072-721-2123

①10時半～12時07分
②14時～15時37分

▶ 6/14（水）

〈絵本de手相〉の國本流は、絵本の主人
公になぞらえて、主人公のタイプでやさしく
解説。現在、過去、未来にわたる、あなたの
気づいていないあなた自身に出会える。手
相心理カウンセラーの國本ひろみさんを講
師に迎える。

私を生きる　
だれもが笑って家路につける

■会場：箕面市中央生涯学習センター3階　講
座室（箕面市箕面5-11-23）■参加費：1,000円

（テキスト代含む）■定員：20名　先着順■問・申
込：みのおてならい事務局FAX050-3488-1543
・E-mail minohjuku@gmail.com

中高年になったら多くの人が発症する肩の
痛み。
肩の痛みは四十肩や五十肩だけではなく、ち
がう病気の可能性もある。誰でも起こりえる
肩の痛みについて、その原因や治療法などを
当院整形外科 芝野康司医師が解説する。

その肩の痛み、
本当に四十肩？五十肩？
～肩の痛みに隠された病気とは～

みのお Special Cinema 

■箕面市立病院リハビリテーション棟4階 いろは
ホール（箕面市萱野5-7-1）■無料■申込不要
■手話通訳・要約筆記希望の場合は6/15（木）
までに申込要
■問：箕面市立病院 病院経営室
TEL072-728-2034・FAX072-728-8232

14時～15時半
▶ 6/24（土）

羽生善治を追い詰めた棋士 村山聖（さとし）。
病と闘いながら全力で駆け抜けた、わずか29年
の生涯を描いた感動ストーリー。

聖（さとし）の青春 

■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：［前売］一般800円（会員
700円）・［当日］一般1,000円（会員900円）

《全自由席》■問：（公財）箕面市メイプル文化
財団TEL072-721-2123

①10時半　
②14時　
③19時
※開場は各30分前

▶ 6/21（水）

大阪大学で学ぶ留学生についてや、国際
教育交流センターが行っている留学生に
関わる教育、また学生間の交流や地域との
交流の取組について紹介。留学に関わる
長期的観点の研究などから見えてきたこと
についても話す。
講師：有川 友子（大阪大学教授）

留学生の立場からの
日本留学について考える

■大阪大学中之島センター（大阪市北区中之
島4-3-53）■受講料：1,620円■申込：朝日カ
ルチャーセンターTEL06-6222-5224または、

「Handai-Asashi中之島塾」で検索■問：大阪
大学21世紀懐徳堂TEL06-6850-6443/
info@21c-kaitokudo.osaka-u.ac.jp

10時半～12時
▶ 6/24（土）

箕面出身の作曲家・ピアニスト林そよかが贈
る「ウィーン」な60分

【プログラム】
～音楽の都ウィーン 名曲の花束～
ヨハン・シュトラウス2世：美しき青きドナウ
クライスラー：愛の喜び、愛の悲しみ、
美しきロスマリン
シューベルト：アヴェ・マリア、セレナーデ
モーツァルト：オペラメドレー、レクイエム、
きらきら星変奏曲（林そよか編）ほか

■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:500円《全自由席》※未
就学児の入場不可■問：（公財）箕面市メイプ
ル文化財団TEL072-721-2123

14時開演　
※開場13時半

▶ 6/25（日）

【曲目】
ブラームス　ハンガリー舞曲 第5番
ブラームス　ヴァイオリン協奏曲 
ニ長調 作品77
ドヴォルザーク　交響曲 第9番 ホ短調 
作品95 「新世界より」
指揮　藤岡幸夫
管弦楽　関西フィルハーモニー管弦楽団
ゲスト　内尾文香（ヴァイオリン）

写真提供：大阪国際フェスティバル
Ⓒ森口ミツル

■千里金蘭大学　佐藤記念講堂（吹田市藤
白台5-25-1）■料金：［前売］1,500円・［当日］
1,800円※会員1割引■全席指定席※未就学
児の入場不可■問：メイシアターTEL06-6386-
6333（9時～18時半）

▶ 7/1（土） 17 時開演　※開場 16 時

物語の主人公になる、絵本で読む手相  体験会
▶ 6/17（土） 
10 時～12 時

北摂イベント

お問合せは 7 0120-1504-52
茨木市上郡2-13-14 ゴウダC&Eビル 4F
ゴウダ株式会社

受付／10:00～17：30 土・日・祝も承ります

ゴウダ株式会社 検索ぜひ一度チェックしてみてください いいね！ お願いします！

参加無料

日 時

場 所

ご来場特典

7/1（土）、2（日）
10：00～17：00
LIXILショールーム箕面
箕面市萱野4-5-45

Little Stone
食パン1斤 プレゼント

成約特典 浅型食洗機サービス！

2090-9110-0332（ヤマサキ）　mail : okaeri0502@gmail.com

お心当たりのある方はどんなことでも結構
ですのでご連絡をお願いします。

5月2日に箕面東高校付近で迷子になりました

オカメインコを探しています
ひよちゃん　4歳 体長約30㎝で目が少々つり目

　様々なジャンルで活躍するプロの方々から、技術や知識を学ぶことができるセミナー
を開催します。健康や美容、お金についてなど日々の生活に役立つ内容がいっぱい。
ご家族や友人と気軽にご参加ください。

日々の生活がもっと豊かになる

プロから学ぶ生活向上セミナー

プロから学ぶ生活向上セミナー　で検索

茨木商工会議所（　　　　　　）茨木市岩倉町2番150号
立命館いばらきフューチャープラザ B棟

6/21（水）9：00～16：30予定　入場無料

詳細はこちら
問合せ  TEL 06-6338-0640
（シティライフ　生活向上セミナー担当）　※平日10時～17時

楽
し
み
方

http://seikatsukoujyou.
citylife-new.com

※JR茨木駅から
　徒歩10分

時代劇の殺陣で癒す心とカラダ（女性限定講座）1

初めてでも安心！大人の塗り絵講座2

お墓の悩み解消・樹木葬セミナー3

一からわかる！HAPPY腸活セミナー4

4/29～5/7の6日間開催し
たカレーＥＸＰＯと、5/12～5/22
の7日間開催したロハスフェスタ
と、万博公園で4週に渡ってイベ
ントが続きました。ご来場いただ
きありがとうございました。翌週
5/26から広島でロハスフェスタ
を開催。次カレーとロハスの万博
開催は秋です。引き続きよろしく
お願い申し上げます。（コサオ）

今月の巻頭のテーマは「健康
寿命」。70代後半の両親（とく
に父親）は、少しサポートが必要
な状態なので、自分自身でどこか
へ出かけたりすることはできませ
ん。いつまでも健康で自分のや
りたいことをやれるのが幸せなん
だとつくづく思います。今からでき
ることがあるはず。ぜひ参考に読
んでみてください。（まっつー）

先日たまたま応募したチケットが当
選し、色んなアーティストが出演する
ライブに行きました。特に目当てのグ
ループがいなかったので付いていける
か不安でしたが、いざライブが始まる
と一変。生演奏ならではのお腹に
ズーンとくる音や会場の熱気でテン
ションが上がり、楽しむことができまし
た。すっかりはまったのでまた違うライ
ブに行こうと計画中です。（まゆう）

西洋の書道」といわれるカリ
グラフィを始めました。が、め
ちゃくちゃ難しい！コツを掴む
までまだまだ時間がかかりそ
うですが、書いている時の集中
力がとても高く、無心で楽しん
でいる自分がいます。締切に
追われる日々ですが、こういう
気分を高める時間を大切にし
たいと思いました。（よしみん）

編 集 後 記

当日入会可

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表示となっております。　※掲載内容・価格は予告なく変更になる場合がございます。　

キャンドルアート アトリエ・アダージオ
アロマワックスバー作り

ドライフラワー・フルーツなどをデザインし、お好きなアロマの
香りをお選んで、アロマワックスバーを作りましょう！

先着
30名

●約30分 ●1回6名 ●費用：500円
①10：30　②11：30　③13：00　④14：00　⑤15：00

Cosme Kitchen
安眠 バスソルト作り

「体がだるい、重い」という不調を少しでも楽にする「安眠バスソルト」
を、お好きな香りで作りましょう！

先着
12名

●約30分 ●1回6名 ●費用：540円
①10：30　②11：30  事前予約優先制 TEL：06-4860-6465

OshaOsha
多肉植物とセダムのフレーム寄せ植え

いま流行りの多肉植物とセダムを使った可愛いフレームの寄せ
植え作りを楽しみましょう！

先着
30名

●30分～40分 ●1回10名 ●費用：500円
①10：30　②12：30　③13：30

ANythING GOES
ガラス瓶 LEDランタン作り

スタイリッシュなガラス瓶の中に様々なドライ木の実を入れて、
オシャレな照明インテリアを作りましょう！

先着
30名

●20分～30分 ●1回8名 ●費用：500円
①10：30　②11：30　③13：30　④14：30

開催されない週もございます。詳しくは、EXPOCITYのHPをご参照ください。

各  日

10時より
受付開始


