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吉本新喜劇（辻本茂雄、アキ、島田珠代、伊賀健二ほか）
ジャルジャル（12時公演のみ）、ロバート（15時半公演のみ）、ティーアップ、プラス・マイナス、学天即、もりやすバンバンビガロ、ほか

CAST

トット、祇園、吉田たち、見取り図、爆ノ介、ミキほか、
若手芸人だけではなく、テレビでおなじみの芸人もゲスト出演します。

トット

ティーアップジャルジャル ロバート プラス・マイナス 学天即 もりやすバンバンビガロ

アキ 島田 珠代 伊賀 健二

辻本 茂雄

ミキ 祇園

CAST

　昭和歌謡・童謡・フォークソングな
ど、たくさんの名曲から懐かしい歌をお
客様と一緒に大合唱するコンサート。
［曲目］里の秋、ちいさい秋見つけた、
赤とんぼ、見上げてごらん夜の星を、
ほか。［出演］小泉陽子、下園弘明＆
フレンズ

歌声ホールvol.6
～スポーツの秋、芸術の秋、大合唱の秋！ 秋を満喫しましょう～

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  3,000円→2,700円（全席自由・税込） 
受付期間  7/25（火）10時～9/1（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-386
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 9月28日（木） 開演11時半
　衝撃の追加公演が決定！プロジェクショ
ンマッピングとパイプオルガンの饗宴で、ス
ター・ウォーズをはじめ超大作映画音楽を
お届けする。
［曲目］「パイレーツ・オブ・カリビアン」よりメドレ
ー、「ハリー・ポッター」よりメドレー、「E.T.」よりフ
ライング・テーマ、ほか。［オルガン］石丸由佳

超絶のスター・ウォーズII City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※4歳から入場可能
金   額  2,500円→2,300円（全席指定・税込） 
受付期間  7/25（火）10時～8/16（水）18時
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-380
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 8月19日（土） 開演17時

　NY発、男性だけのコメディ・バレ
エ団が2年ぶりにジャパンツアーを
開催。クラシック・バレエをパロディ
化し、老若男女問わず面白く楽し
める作品へと進化。単なる女装バ
レエではないその高いテクニックと
芸術性は世界的評価を得ている。
華麗なステージをお見逃しなく！

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団 2017年日本公演 City Life 読者限定

神戸国際会館 こくさいホール（神戸市中央区御幸通8-1-6）　
各線三ノ宮駅より徒歩約5分
※未就学児は入場不可
金   額  S席8,500円→8,000円（全席指定・税込） 
受付期間  7/25（火）10時～8/31（木）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-277
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者等が変更になる場合があります。

対象公演 9月24日（日） 開演16時
　イージーリスニング界の第一
人者だったポール・モーリア。そ
のスピリットを引き継ぐ指揮者と
グランド・オーケストラの精鋭ミュ
ージシャンたちの演奏により、ポ
ール・モーリアのサウンドが蘇る。
［曲目］恋はみずいろ、涙のトッカー
タ、ほか。

ポール・モーリア・リメンバー・コンサート City Life 読者限定

神戸国際会館 こくさいホール（神戸市中央区御幸通8-1-6）　
各線三ノ宮駅より徒歩約5分
※未就学児は入場不可
金   額  SS席8,000円→7,000円
  　　　　S席7,500円→6,500円（ともに全席指定・税込） 
受付期間  7/25（火）10時～9/30（土）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-384
※お客様手数料0円※やむを得ず、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 10月4日（水） 開演14時

●自動音声ガイダンスに従って、専用コード、公演日、枚数などを入力。
●予約の際は、必ず「発信者番号通知」を（公衆電話や非通知の場
合は予約ができません）。

●プッシュトーンのでるお電話からおかけください。
●ガイダンスで案内された番号を持参のうえ、セブンイレ
ブンまたはサンクス・サークルK、ぴあ店舗にて、代金引
換でチケットをお受け取りください。
詳しくはhttp://t.pia.jp/guide/orderbyphone.jsp

●お問い合わせ電話番号　0570-02-9111

電話予約

予約・購入について

音 楽 アート イベント スポーツ演 劇 おでかけ

エンタメ&スポット情報がいっぱい

Monthly

http://ticket.citylife-new.com/
新着情報はコチラ

エンタメticketもCheck！

今年も茂造じいさんが高槻にやってくる！

よしもとお笑いライブ in 高槻2017

公演日 ： 9月2日（土）　開演①12時　②15時半
※開場はともに開演の1時間前
料　金 ： 4,000円（全席指定・税込）
会　場 ： 高槻現代劇場大ホール（高槻市野見町2-33）

阪急京都線「高槻市駅」より徒歩約5分
JR京都線「高槻駅」より徒歩約12分

※5歳以上有料。4歳以下膝上無料。座席が必要な場合は有料。

　吉本を代表する人気芸人が高
槻に一挙集結！新喜劇で大人気
の茂造じいさんをはじめ、若手から
実力派のベテランまで、豪華な出
演者たちが登場し、「吉本新喜
劇」と漫才を上演する。北摂・高槻
で人気者に会えるチャンス！ 

サマクロ2017 ～Summer Crossing～
　昨年夏、よしもと漫才劇場所属の芸人が
総出演し、人気イベントとなったお笑いバージ
ョンの夏フェス「サマクロ」。今年は会場も増
えて規模を拡大し、フリーパスのリストバンド
で、各会場を渡り歩き、様々な組み合わせの
プログラムを好きなだけ楽しめる。
　“笑いに出会う”をキーワードに、「新しい笑
い」や「芸人の意外な魅力」と出会う可能性
大！パワーアップした都市型お笑いフェス「サ
マクロ」でミナミの街が熱くなる!!

City Life 読者限定

対象公演  9月2日（土）
金額  4,000円→3,600円（全席指定・税込）
受付期間  7/25（火）10時～8/31（木）18時
電話予約  0570-02-9999
Pコード 599-375
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者等変更になる場合があります。

https://blogs.yahoo.co.jp/samakurofes

「サマクロ2017」公式ブログ

チケットよしもと　で検索

吉田たち 見取り図 爆ノ介

矢野勝也

ヤナギブソン

公演日 ： 8月26日（土）　開演12時　開場11時45分
料　金 ： 前売 3,900円（全席指定・税込）
　　　　  Ｔシャツ付チケット（Ｓ・Ｍ・Ｌサイズ） 5,900円
会　場 ： 以下の6会場を行き来するイベントです。
　　　　  ・よしもと漫才劇場　・YES THEATER　・なんば紅鶴
　　　　  ・なんば白鯨　・道頓堀ZAZA POCKET’S　・G3 

チケット予約・購入について

以下のいずれかの方法で購入。いずれもＹコード：505050が必要。
チケットよしもと　
Webから購入
ファミリーマート店舗／Famiポートで購入※トップメニュー「チケットよしもと」ボタンをタッチ
TELで購入 0570-550-100（24時間受付）※チケットに関するお問合せは10時～19時

〈イベント案内〉

http://mip.citylife-new.com/

箕面公園っていいね！投稿お待ちしてます。
みなさんから投稿いただいた写真などの「いいね」情報を掲載してい
ます。みなさんが見つけた情報や写真をお待ちし
てます。携帯からも投稿できます。右のQRコード
を読み込んでニックネーム、お住まいの地域（◯
○市）、年齢を記載して送信してください。

①箕面公園　むしむし大作戦2017　
　－大灯火親子こんちゅう観察会－　
夜の箕面の森ではどんな虫たちが
活動しているかな？　※綿菓子やヨーヨーつりなど夜店もあるよ！

日時：8月6日（日）　
　　　18時～20時45分　
　　　雨天中止
会場：瀧安寺前広場　
　　　申し込み不要
参加費：無料

②第21回箕面の森の音楽会
　－たそがれ時の森で音楽を－

日時：8月26日（土）　16時半～20時予定　雨天中止
会場：瀧安寺前広場　観覧無料
共催：箕面の森の音楽会実行委員会/
　　　箕面公園管理事務所

詳しくは森の音楽会公式サイトへ
https://minoh-morinoongakukai.jimdo.com/

③自然観察会9月
　－ちょっとマニアック！　
　　　　　羊歯（シダ）にせまる－

日時：9月10日（日）　
　　　10時～12時半　
　　　雨天中止
集合：昆虫館まえ
定員：20名　
　　　要事前申込み
参加費：100円/1人

④第32回サマーフェスタ箕面公園2017　　
　箕面公園夜間ライトアップ　開催中！

期間：7月15日（土）
　　　～8月31日（木）　
　　　日没～22時
※気象警報発令時は
　自動的に中止

問合せ・申込：072－721－3014（箕面公園管理事務所）

箕面公園昆虫館からのお知らせ
8月31日までは
● 開館時間延長：午後6時閉館
　（入館受付は午後5時30分まで）
● 無休です（火曜日も開館しています）
　　　　　　　　　　※暴風警報などは発令された場合は休館となります

箕面公園で昆虫たちと遊ぼう
箕面公園昆虫館だよりvol.2

白い大きな布に光で昆虫を集めるよ！
普段出会えない昆虫に出会えるチャンス！

中峰館長をはじめ、昆虫館スタッフの
昆虫愛をたっぷり感じられる昆虫館
だよりのvol.2が完成。昆虫館受付や
箕面公園管理事務所に設置してい
ます。セミ図鑑は必見ですよ!


