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万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

EXPO'70パビリオンとは

時間／10時～17時（入館は16時30分まで）  水曜休館　料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料） 
※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要　9月16日（土）は無料デー
206-6877-4737

万博記念公園 自然文化園内

公式Facebookに「いいね！」しよう

9月16日（土）14時～16時
EXPO’70パビリオン ホワイエ 無料

日 時

観覧料会 場

　史上最大のイベントであった1970年日本
万国博覧会。開催183日間において、万国博
ホールやパビリオンのみならず、連日、様々
な場所でイベントやショーが繰り広げられま
した。水上ステージでのドラムかんバンドの
ショーや、お祭り広場での日本各地の民謡や
踊り、海外からはピエロなどの大道芸人も来
日しています。そんななか、大阪・西成にあっ
た青空総合宣伝社は、エキスポランドに設け

られたステージ
で豪華陣を従え
て参加したちんどん屋です。今回、その青空
総合宣伝社に大学卒業と同時に飛び込ん
だ林幸治郎率いる「ちんどん通信社」を
EXPO’70パビリオンにお招きします。人間同
士のナマの触れ合いにより、今日に生きる
喜びを分かちあった“万博マインド”を再び
ご覧いただきます。

万博記念公園無料デー EXPO’70パビリオン
今よみがえる万博とチンドン。ちんどん通信社登場！ 

申込方法
70120-19-4669
rappo r t@kcn . j p
〒611-0042　宇治市小倉町西浦62-15　小倉ビル2F
ラポール内 てんじんさん 係り

ラポール（橋本まで） 70120-19-4669

FAX
E-mail
ハガキ

お問い合わせは… ■11時～18時
　水・木曜休み

応募方法
①保護者様の氏名／〒／ご住所／TEL
②お子様名フリガナ／お年／性別／
　身長／足のサイズ
③お祝いの実施日＆午前・午後のご希望
④衣裳選定日とご希望の時間帯

ご祈祷 衣裳 お支度 写真
お子様（の撮影）

至日吉台

至茨木

西
武

てんじんさん／駐車場完備

J R 高 槻
アクトアモーレ

井上写真場

上宮天満宮（てんじんさん）
Tel.072-682-0025

27,000円 32,000円３・５歳児 ７歳児

9月23日（土）、24日（日）、10月21日（土）の10時・11時・13時・14時
てんじんさんにて実施

※追加ポーズ9,180円を事前申込みで→1P 7,120円　2P 12,400円
※足袋は500円の販売

※お持込の場合　3・5歳 24,000円、7歳 27,000円

境内で全て揃います

10月20日（金）～11月30日（木）
３・５歳児 35,000円 ７歳児 40,000円

高槻
上宮天満宮

※お持込の場合　3・5歳 30,000円、7歳 33,000円

※お持込の場合　3・5歳 27,000円、7歳 30,000円

 午前

３・５歳児 32,000円 ７歳児 37,000円 午後

※衣裳選定会日が不都合な場合個別調整します。

10月29日（日）、11月5日（日）、26日（日）得々
プラン日

通常
プラン日

※お支度は、女児はヘアセット・着付け・髪飾り、男児は着付けのみ。

衣裳選定会

※受理後、受付確認書を送付いたします。

　ファッション撮影も多数こなすセ
ンス抜群のスタッフが揃う同店。沢
山のおしゃれアイテムや、テラスにはブランコも
あって、子どもは自然と笑顔に！茨木神社まで
の撮影ができるお出かけプランもあり。詳しく
はインスタで！

「シティライフを見た」と
10月までの予約で
七五三撮影
5,000円引

七五三撮影プラン
● 撮影データ50枚+
　ショートムービーお渡し
　……………………30,000円～
● ヘアメイク、着付け、着物レンタル、
　ミニ写真集、時間外相談など 
　お気軽にお問い合わせ下さい

茨木市大手町8-13　
日本医科薬品ビル5F 
10時～19時　※早朝対応可
水曜定休

photo studio & hair make 
nico merci 〈ニコメルシー〉

2072-624‐7510
インスタ ＠nicomerci_bongroovy

139

Ｊ
Ｒ
茨
木

阪
急
茨
木
市

茨木市役所 茨木高校

中
央
公
園

南
グ
ラ
ン
ド

市・消防本部前

茨木神社

茨木神社すぐのフォトスタジオ
自然でオシャレな七五三

五七 三 晴れの日を
素敵に彩る写真館を
紹介します。素敵な を迎えよう

フォトスタジオ バルーン
フォトスタジオバルーン 検索

70120-753-317 

▼ブログはこちら！ ▼HPはこちら！

2072-638-6088

2072-668-7456

▲台紙付2ポーズ
　（30×30cm台紙）

▲6ツ切2ポーズ
　（台紙サイズ30×30cm）

▲ハーフキャビネ6ポーズ
　（台紙サイズ ハガキ大）

兄弟・家族
OK

8ポーズの
CD画像付き

▲B5サイズ6ページ
　デザインアルバム

700×1,000
ピクセル

 茨木スタジオ 
茨木市園田町8-18  ビアリッツ茨木
営／10時～18時半　木曜定休・水曜不定休

 高槻スタジオ 
高槻市千代田町5-5 木曜定休、水曜不定休
営／10時～18時半　

※2017年9月末日までに撮影の方に限ります。
　撮影時、こちらのクーポンを必ずご持参ください。
※通常の銀塩カラーペーパー使用なので褪色等の
　心配はございません。
※他サービスやクーポン併用不可

シティライフ読者限定クーポン！

バルーンの価格は表示価格+税のみです。撮影料等はありません。

お渡し全ポーズ
画像付

(700×1000
ピクセル)

ハーフキャビネ6枚付

台紙付8ポーズプラン

プチロク付シュシュ6Pプチ6

Lサイズ6枚、
和洋のメインポーズの
別表情プレゼント

Lサイズ
6枚付き

可愛いポーズが8種類定番人気プラン

8ポーズの
CD画像付き

(台紙サイズ30×30cm)

写真のみプランでも追加料金でお出かけできます。(9月末日までの撮影限定)
上記9月末日までの撮影の前写し写真プランでの11月土日祝のお出かけは下記料金です。

全てセットの  おでかけトータルプランもお得！  詳しくはホームページのおでかけプランをご覧下さい

●七歳女児　衣裳小物一式　 7,500円　着付け 2,000円　アレンジヘアー・日本髪 3,000円
●三歳女児　衣裳小物一式　 6,000円　着付け 1,500円　アレンジヘアー・日本髪 3,000円
●五歳男児　羽織袴小物一式 6,000円　着付け 1,500円 ※1プランお一人のお出かけです。価格は全て税別

ハーフキャビネ
6ポーズ

B5サイズ写真集に
8ポーズ台紙プランがセット

10月20日迄

　新登場「楓kaede」プランは内容盛りだくさんで価格が安い！と
早くも好評。「華hana」プラン18,430円はファインアート2面にキャ
ビネ2面が2冊もらえて祖父母へのプレゼントに最適だ。更におで
かけ予約をすると6切焼増がついてくるのでとってもお得。

秋のおでかけレンタル （9月末までに前撮りしてレンタル予約）
土日祝におでかけ （ヘア着付け込フルセット）
男児…7,320円 女児3才…8,250円 女児7才…9,170円
平日におでかけなら 3,000円引き

● お祝いセット「楓kaede」14,900円
・ A5デザインブック　24ページ28画像（右下写真）
・ 6切り2面台紙
・ L判6面アルバム
・ データ8画像

● 6切2面台紙セット
　9,260円
・ L判6面アルバム
・ データ8画像

撮影料（3,000円）平日無料、土日祝半額
パパママのスタジオ内着物レンタル無料

茨木市稲葉町5-12　Pあり
営／9時半～18時半 定休日／火曜日
※価格はすべて税別

スタジオ すばる

70120-927-753
http://www.eonet.ne.jp/~studio-subaru/

フーズマーケット
サタケ

舟木町

みずほ銀行

茨木
市阪急

大池一丁目

お得な七五三前撮りは9月末まで

　日本和装師会の師範が正しい知識を持ってお支度をしてく
れる関西屈指の美容室。着心地も別格で着物一式レンタル、
ヘアアップができるので家族揃って格調高い七五三が叶う。
特に女児の豆舞妓は同店ならではで、年々人気が増加中！

※予約は3日前までに。　※早朝対応可

七五三は「格調高く、可愛い」
一生の想い出は美しいお支度を

茨木市本町6-13 マプログレイスII  1F
営／9時半～17時
（早朝、時間外も対応可能 ・ 気軽に問合せを）
水曜、第2・4木曜定休

2072-625-0158

■お支度（ヘアアップと着付け）※お子さまのお化粧込み
　お子さま七五三・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円→8,500円
　お子さま豆舞妓（舞妓さん風七五三）・・・・・・・・・15,000円
　お母さまセット着付け ・・・・・・・・・・・・・16,000円→13,000円
■レンタル（髪飾り込み）
　お子さま着物一式レンタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円
　お母さま着物一式レンタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,500円
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Hair&Make upPaphio
〈パフィオ〉

HPをチェック
してみて▶

オーナーの下原興子さんは
10月にルーマニアの日本大使館で開催される
着物ショーで着付けヘアメイク担当

CityLife

読者モデル募集中
シティライフでは、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■
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。


