
City Life Hokusetsu EAST   2017.829

おかげ様で

7年目！

お車の場合 大畑町交差点南へ80メートル 第四中学正門前　営／11時～18時（日祝～17時迄）　定休日／木曜及び第2・4水曜

ボスフル 高槻店 
■高槻市大畑町21-1■

ココ

au
ショップ今なら買取

10%UP
今なら買取
10%UP

さらに！さらに！

※ブランド中古品に限ります
※8月末まで

高価買取
金・プラ ダイヤ・宝石 ブランド・時計

2072-697-7755
貴金属買取&
ブランド
リサイクル

サンクスキャンペーン

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

高槻市が誇る大王墓・今城塚古墳の多数
の器財埴輪をこれまでの調査研究の成果に
もとづき展示、紹介する。

夏季企画展
威儀のもの
ー王権儀礼の威容を示す器財埴輪ー

10時～17時
（入館は16時半まで）
月曜と祝日の翌日は休館
※8/12（土）は開館

■高槻市立今城塚古代歴史館（高槻市郡家
新 町 4 8 - 8 ）■ 観 覧 料：無 料 ■ 問：
TEL.072-682-0820、FAX.072-682-0930

▶ 7/15（土）～
　9/10（日）

市民から寄贈・寄託を受けた古曽部焼を中
心として、歴代陶工の作品を取り上げ、地元
の人びとや文人から愛された古曽部焼の魅
力を紹介する。

第36回企画展古曽部焼
～人びとが愛したやきもの～

10時～17時
（入館は16時半まで）
月曜と祝日の翌日は休館
※8/12（土）は開館

■高槻市立しろあと歴史館（高槻市城内町1-7）
■観覧料：無料■問：TEL.072-673-3987、
FAX.072-673-3984

▶ 7/15（土）～
　9/3（日）

宮沢賢治原作「よだかの星」のほか、おもしろ
小品集「ふるさと」「浦堂のたか入道」など。

かげえ劇アクト座公演
追悼 宇津木 秀甫

開演13時半　開場13時

■クロスパル高槻8階 イベントホール（高槻市
紺屋町1-2）■入場料：一般1,500円、小学生
500円、中高生1,000円、就学前は無料。当日
券は200円増し。団体・障がい者割引あり。■申
込・問：TEL・FAX.072-681-3071（中野）

▶ 8/5（土）

出演：大沢樹生＆吉田八千代とその仲間た
ち「One Night Stands」、ピアノ：山崎幸次、
ドラム：梅本啓介、ベース：喜多健博、ギター：
藤野恒二

Rock&Chanson

■ホテル阪急エキスポパーク 月光の間（吹田市
千里万博公演1-5）■入場料：4,000円（読者
優 待 価 格 ）当 日 払 い ■ 申 込・問：
TEL.080-5325-5057（吉田）

▶ 8/27（日）

お菓子・紙製品・陶芸品・木工品・縫製品な
ど、障がい者の方がつくった製品を販売。

ハートtoハートバザー
in イオンモール茨木

10時～20時まで（最終日のみ19時まで）

■イオンモール茨木 1階 中央吹き抜けジョイプ
ラザ（茨木市松ケ本町8-30）
■問：TEL072-695-5566（社会福祉法人わか
くさ福祉会　わかくさ障害者作業所）

▶ 8/31（木）～9/2（土）
不登校やひきこもりなど、子どもたちの生活に
家族や地域の人々がどのように関わり、支援
することができるのかを考える。じんけん楽習
塾の大谷眞砂子さんを招いた講演会。

人権講演会
不登校・いじめについて?
私たちおとなにできること?

18時～20時

■高槻市立富田ふれあい文化センター 2階 研
修室（高槻市富田町4-15-28）■対象：高槻市
内在住、在勤、在学の方■参加費：無料
■定員：当日先着40人■手話通訳あり
■問：TEL072-694-5451

▶ 8/29（火）

出演：、嘉門タツオ、かしわもちかずと、シャイ
ニーズ、with Kocco、＋smirythm:-)

とんぼコンサート2017 
「ずーっと この街 茨木で! !」 
誰もが自分らしく生きる。明るい未来へ!

開演13時半
開場13時
※12時～入場整理券を
受付にて発行

■立命館大学 大阪いばらきキャンパス フューチャ
ープラザ2F グランドホール（茨木市岩倉町2-150）
■入場料：一般3,000円、学生・障がい者・子ども
2,500円（全席自由席）
■申込・問：TEL.072-633-2400（とんぼ作業所）、
インターネットチケット販売www.ibabun.jp

▶ 9/2（土）

大沢樹生＆吉田八千代
ティタイム・コンサート

開演14時
開場13時半

北摂イベントEvent茨木市立ギャラリー展覧会

■茨木市立ギャラリー
　（阪急茨木市駅ロサヴィア2階）
■問：TEL.072-621-1850

佐田元恵子の鉛筆画と
それぞれの鉛筆画展（鉛筆画）

▶ 8/3（木）～8/8（火）

梅花女子大学書道部墨華展（書）
▶ 8/10（木）～8/15（火）

ビブテン13-大阪府立福井高校美術部
OBG展-（平面・立体など）

▶ 8/24（木）～8/29（火）

10時～19時（最終日は17時まで）
水曜休館

医療現場でどのように看護職は家族と出会
い、どのように関わろうとしているのか、架空の
ケースを展開しながら、「家族のかたち」につい
て一緒に考える。
講師：山崎あけみ（大阪大学大学院医学系研
究科教授）

看護職が願う家族のかたち
（大阪大学21世紀懐徳堂i-spot講座）

 18時半～20時

■大阪市まちづくり情報発信施設「アイ・スポッ
ト」（大阪市中央区今橋4-1-1淀屋橋odona 2
階）■定員：30名（申込先着順）■申込・問：大
阪市まちづくり情報発信施設「アイ・スポット」
E-mail：i-spot@voice.ocn.ne.jp・TEL&FAX：
06-4866-6803（電話受付は月～金11時～
21時、土日・祝13時～17時）■申込方法：①講
座名 ②受講者名 ③年齢 ④電話番号を、電話、
メール、FAXにて

▶ 8/23(水)

千里丘武術隊（吹田市）　スタート／2009年　活動／水曜17時～19時半（65歳以上女性のクラス：13時半～14時半）
場所／千里丘市民センター（吹田市千里丘上14-37）　費用／入会金2,000円（Ｔシャツ代）、月会費3,000円（親子割引1,500円）
※65歳以上クラス：入会金なし、月会費2,000円　問／06-6836-7077（岸）

今年は「カンフーをもっとみんなに
知ってもらいたい！」という6名が
全国大会に出場する。衣装は演
目によって違うそう。子どもの練習
についてきて、「かっこいい！」とマ
マも始める親子メンバーも多い。

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。　

集え、元気なサークル・クラブ・ボランティア

　幼児教室を主宰する岸さんが、「体を部位ごとにバラバラ
に動かすことで脳の活性化も促すカンフーを、子ども達に伝
えたい」と、設立。早い動きの長拳、ゆっくりしなやかに動く太
極拳、力強くダイナミックな南拳、3つを融合した伝統拳を指
導している。2016年には、「高齢者にいつまでも自分の足で
しっかり歩き、美しく元気でいてもらえれば」と、65歳以上の女
性限定クラスもスタート。2歳半から80歳まで25名が
毎週練習に励んでいる。「太極拳は何歳になっても続
けられるのがいい」「嫌なことがあってもカンフーをする
とスッキリする」と、全国大会に出場するメンバーも。

8月11日（祝・金）公開  TOHOシネマズ梅田他 全国ロードショー
スパイダーマン：ホームカミング

　アイアンマンに憧れ、ア
ベンジャーズの一員にな
ることを夢見る、15歳の
高校生ピーター・パーカ
ー。未熟で危なっかしいが
「真のヒーロー」を目指す
一途な姿に誰もが必ず応
援したくなる。ハイレベル
なアクションと彼の成長
を見守る人達の感動的な
人間ドラマ。

監督：ジョン・ワッツ
出演：トム・ホランド、ロバート・ダウニーJr.

Marvel Studios 2017. ©2017 CTMG. All Rights Reserved.c

※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。

8月12日（土）公開　大阪ステーションシティシネマほか
フェエリシーと夢のトウシューズ

　夢を追いかけ、施設を抜
け出し、大都会パリへと向
かうフェリシーとヴィクタ
ー。諦めず、協力者の元、
一生懸命頑張って、バレリ
ーナになる夢を叶えるフェ
リシー。踊るのは、「自分ら
しくいられるから」。オペラ
座の芸術監督による振り
付けは、本格的な美しい動
きを見せてくれる。

監督：エリック・サマー、エリック・ワリン
振付：オレリー・デュポン、ジェレミー・ベランガール
声の出演：エル・ファニング、デイン・デハーン

2016 MITICO - GAUMONT - M6 FILMS - PCF BALLERINA LE FILM INC.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

＜上映中＞ 
●兄に愛されすぎて困ってます
●それいけ！アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！
●忍びの国
●パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊
●ジョン・ウィック：チャプター2
●メアリと魔女の花
●結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章- ＜第3章＞『やくそく』
●銀魂　●パワーレンジャー
●劇場版ポケットモンスター キミにきめた！
●カーズ／クロスロード
●怪盗グルーのミニオン大脱走
●心が叫びたがってるんだ。
●君の膵臓をたべたい
●ザ・マミー 呪われた砂漠の王女

●東京喰種トーキョーグール

＜今後の上映＞
●ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 　第一章（8/4～）
●トランスフォーマー 最後の騎士王（8/4～）
●劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング / 宇宙戦隊キュ
　  ウレンジャーTHE MOVIE ゲース・　インダベーの逆襲（8/5～）
●スパイダーマン：ホームカミング（8/11～）
●フェリシーと夢のトウシューズ（8/12～）
●打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？（8/18～）
●HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY（8/19～）
●映画くまのがっこう＆ふうせんいぬティニー（8/25～）
●ワンダーウーマン（8/25～）
●関ヶ原（8/26～）
●幼な子われらに生まれ（8/26～）

■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8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

　茨木方面を車で走ってると、あげパンののぼりが目に
入って思わず車を停めて『あげぱんエーアイ』に行ってき
ました。メニューはあげパンをまぶすタイプと具入りタイプ
の２種あるみたいです。具入りパン一番人気の『たまこ
ろ』。卵の黄身をマヨネーズとあえてあってそぼろが入って
いて美味しそうですね～～～。ではでは一口！ウルトラメチ
ャ旨い！卵の旨みとそぼろの甘みがマッチしてこの組み合
わせ超ウルトラ大好き！！！衣はサクサクで軽くて何個でも食

べれそうです。まだ
まだ買いたいあげ
パンがあるので、ま
た近いうちに買い
に寄せてもらおう
と思います。

取材協力

・具入りタイプ140円・まぶすタイプ 86円vol.40

茨木市玉櫛2-28-14
営／9時～19時
水曜、第1・第3火曜定休
☎072-638-0090

● まぶすタイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・86円
（さとう、きなこ、シナモン、ごま、抹茶、
チョコレート、ココア）
● 具入りタイプ・・・・・・・・・・・・・・・140円
（たまころ、とりそぼろ、はるさめ、ちくわ、すき焼、白あん、粒あん、あげドッグ、オムレツ、カスタード）

あげぱんAi〈アゲパンエーアイ〉
特典　
「シティライフを見た」と
1,000円以上購入で
まぶすタイプ1つプレゼント
（8月末まで）

MENU

▲まぶすタイプの
一番のオススメの
『きなこ』。持っただ
けでフワフワで美
味しそうですね～
～。ではでは一口！
ウルトラメチャ旨い！
フワフワモチモチで
あげパンやのにマ
シュマロ食べてるか
のような食感。

！！

♪ 北摂を中心として美味しい
店を食べ歩いている人気の
有名グルメブロガー。

ブログは
「プーさんの満腹日記」
で検索

このコーナーは、美味しい店を知り尽くすグルメブロガー
「プーさん」からの、おすすめグルメ情報を紹介していきます。
ブログもチェックしてみてください。
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