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エ ン タ メ & ス ポット 情 報 が いっ ぱ い

Monthly

KOYABU SONIC 2017
吉本新喜劇の座長・小籔千豊が主宰し、
「音楽と笑いの融合」
をテーマ
にしたフェスティバル。アーティストのラインナップや会場レイアウト、コヤソ
ニ ならではのコラボ企画までを小籔が完全プロデュースする。開催10周年
で8回目となる今回は、
スチャダラパーやChara、
チャットモンチーなどの常連
アーティストから、初出場の実力派ガールズバンドのSCANDALなどが出
演。芸人には千鳥や中川家、
ロバートなど人気ものが多数登場する。1日で
こんなにも豪華な出演者を楽しめる舞台はめったにない！
CAST

公演期間：11月3日
（金・祝）、4日
（土）、5（日）
時間：開演11時 開場10時
料金：1日券 大人8,500円 子ども2,000円
2日通し券（前2日or後2日） 大人15,000円 子ども3,500円
3日通し券 大人21,000円 子ども5,000円（すべて税込）
会場：インテックス大阪2号館、5号館
（コスモスクエア駅より 徒歩 約9分・中ふ頭駅より 徒歩約 5分）
※未就学児入場無料。子ども料金は小学生が対象。

演劇

音楽

［ アーティスト ］
スチャダラパー、Chara、
チャットモンチー、
カジヒデキ、SCANDAL、空きっ腹に酒 ほか多数
［ 芸人 ］
池之めだか
（吉本新喜劇）
、
ジャルジャル、千鳥、椿鬼奴、笑い飯、中川家、
ロバート ほか多数

スチャダラパー

Chara

チャットモンチー

カジヒデキ

SCANDAL

空きっ腹に酒

tricot

ホフディラン

アート

イベント スポーツ おでかけ

予約・購入について
電話予約
●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

City Life 読者限定 ※本公演プログラム付
CityLife限定オリジナルステッカーをプレゼント。
フェス当日、
チケット持参のうえ団体カウンターにお越しください。
受付期間 9/1
（金）
10時〜各公演2日前23時59分までに予約・引取
電話予約

0570-550-100

Y コ ード 505200
ファミリーマートでの詳しい発券方法はHPにて。
◎決済・引取りはファミリーマートのみです。
◎ファミリーマートでの決済・発券には手数料がかかります。
※やむを得ず、出演者が変更になる場合があります。出演者変更に伴う払戻不可。

日本通運 presents

由紀さおり・安田祥子
ファミリーコンサート
両手いっぱいの歌2017
これからを生きる子どもたちに、美し
い日本の歌を伝えたい そんな思いで始
まった二人のコンサート。

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
指揮 ペトル・アルトリヒテル

マエストロ、
イルジー・ビエロフラーヴェク
の遺志を継ぎ、
チェコの美しい音楽を日本
のファンへ届ける。
［ピアノ］
アリス＝紗良・オット
［曲目］
ドヴォル
ザーク：序曲「謝肉祭」、ベートーヴェン：ピア
ノ協奏曲 第5番 変ホ長調「皇帝」、
ドヴォル
ザーク：交響曲 第9番 ホ短調「新世界より」

開館20周年記念特別展
「桃源郷はここ
−I.M.ペイとMIHO MUSEUMの軌跡」
▶

9/16（土）〜12/17（日）

10時〜17時※入館16時まで
月曜休館
（祝日の場合は翌平日）
【北館】
陶磁・仏教美術・
唐絵と大和絵・漆
工芸・書・茶の湯・
近世の美術・乾山
【南館】
エジプト・西アジア・
南アジア・中国・西域

©蝉冠菩薩像
中国 東魏
534〜550年
博興龍華寺遺址出土
高120.5cm
中国・山東博物館蔵

■MIHO MUSEUM
（滋賀県甲賀市信楽町田
代桃谷300）
■入館料：一般1,100円
■問：TEL0748-82-3411

第24回フリーマーケット
FOR平和・福祉フェスティバル
出店者募集

新着情報はコチラ

ジャルジャル

椿鬼奴

※3歳以上有料。3歳未満は保護者の膝上に限り無料。
座席が必要な場合はチケット必要。

金
額 6,500円→6,000円（全席指定・税込）
受付期間 8/25（金）10時〜10/31（火）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-436

※お客様手数料0円※やむを得ず、出演者が変更になる場合があります。

ラ・プティット・バンド

City Life 読者限定

対象公演 10月8日
（日）開演14時

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 S席19,000円→18,000円
A席16,000円→15,000円（全席指定・税込）
受付期間 8/25（金）10時〜9/30（土）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-425
※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。

第56回高槻市美術展覧会

9/16（土）〜12/10（日）

9/1（金）
〜9/5（火）
の間にファックスによ
り、100区画の募集を行う。
当日は、和太鼓やフラダンス、ホォルクロー
レ、平和展、健康チェックコーナー、歯科無料
チェックコーナーなど
■茨木市役所前 南グラウンド
（茨木市駅前3
丁目）
■申込方法：FAXに名前・郵便番号・住所
・電話番号・FAX番号・希望区画数
（1申込者3
区画まで）
・出店内容を記載■負担金：1区画
2,500円■申：FAX072-624-3877■問：茨木
診療所TEL072-624-3977

今 聴きたい、古 楽 器オーケストラの最
高峰！
［指揮&Vn］
シギスヴァルト・クイケン
［曲目］
管
弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068
（弦楽
合奏版）、
トリオ・ソナタ「 音楽の捧げ物 」
BWV1079より、
チェンバロ協奏曲 第5番
ヘ短調 BWV1056、
カンタータ 満足につい
て
「われ心満ちたり」BWV204
（全8曲）

「2017社協まつり」
開催します！

City Life 読者限定

対象公演 10月4日
（水）開演14時

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
額 SS席8,000円→7,000円

金

S席7,500円→6,500円（ともに全席指定・税込）
受付期間 8/25（金）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。

City Life
Life 読者限定
読者限定
City

対象公演 10月9日
（月・祝）開演14時

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 S席5,000円→4,000円（全席指定・税込）
受付期間 8/25（金）10時〜9/30（土）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-426
※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。

Event

10時〜17時※入館16時半まで
月曜休館
（祝日の場合は翌平日）
ただし、11/20、11/27、12/4は開館
有元利夫の絵画をはじめ、
版画や立体も含めた主要
作品およそ50件を紹介。
関西では10年ぶりとなる展
観で、作者が作品に託した
希望、愉しみ、感動を分か
ちあい、
美術と建築・自然が
調和した環境のなかで深ま
る秋の時間を過ごせる。

▶

有元利夫《花降る日》
1977年
三番町 小川美術館蔵
ⒸYoko Arimoto

■アサヒビール大山崎山荘美術館（乙訓郡大
山崎町銭原5-3 ）
■入館料：一般900円
（団体：
800円）
・高・大学生500円（団体：400円）
・中
学生以下無料・障害者手帳をお持ちの方300
円■問：TEL075-957-3123
（総合案内）

みんなのためのからだ学
▶

北摂イベント

コンサート

ギャラリー

催し

ミュージアム

講座・講演

9/13（水）〜17（日）

10時〜20時※最終日16時まで
日本画、洋画、立体造形、工芸、書、写真、
デ
ザインなどの応募作品中から各部門の入賞・
入選作品と招待・依嘱作品が展示され、特
に優れた入賞作品には、市長賞、議長賞、
教育委員会賞、美術家協会賞、
アクティブシ
ニア賞などの賞が与えられた美術展覧会。
■高槻現代劇場
（高槻市野見町2-33）
■入場無料■問：高槻市市民生活部文化スポ
ーツ振興課TEL072-674-7414

Cafe Be ミュージックデイ

ユニークな切り口で
「からだとの出会い」
を提案。
身体にまつわる見る・語る・知るを
体験するワークショップ
■高槻現代劇場
（高槻市野見町2-33）
①205
号室②303号室③306号室■対象：①③どなた
でも②中学生以上■参加費：各回1,500円/親
子1組
（①③のみ）
1,500円/通し参加4,000円
■定員：各回20名
（先着順）
■申・問：高槻井戸
端ダンスプロジェクト
（内山）TEL070-53464605
（平日11時〜19時）
Mail：karadagaku@gmail.com

▶

9/2（土）

10時〜15時

子ども遊びコーナー、舞台での催し、
クイズラ
リー、模擬店等
■高槻市立生涯学習センター
（高槻市 桃園町
２-１）
■入場無料
（喫茶、模擬店は有料）
■問：高槻市社会福祉協議会TEL072-6747497

「なぜたどりつけるの？」
を科学する・第2回
〜ロボットと人工知能で、
動物の心を読む〜

①10/8（日） 13時半〜16時半

②11/12（日）13時半〜17時
▶ ③12/9
（土） 13時半〜16時
11/12（日）10時〜15時半

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。

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

▶

▶

笑い飯

ポール・モーリア・リメンバー・コンサート

City Life 読者限定

対象公演 11月25日
（土）開演15時

有元利夫展
−物語をつむぐ
▶

千鳥

h t t p://t ic ke t .c it ylif e - n e w.c o m /

▶

9/29（金）

19時〜20時半

ボランティア音楽グループYou〜ゆうのメン
バーによる個性あふれる演奏会。
チョコレート＆ガレット、
コロッケ、
パンなどの販
売もあり。

小型カメラやGPSなどを用いることで、動物
（やヒト）
の行動を簡単に記録することができ
るように。
しかし、行動の「記録」はできても、
「理解」
することは全くできていない。
これは、
発展している脳科学の分野でも大きな問題
になりつつある。
この問題を解決するために、
ロボット技術や人工知能技術を用いること
で、動物の行動パターンからその「心」
を読み
取ろうとする私たちのプロジェクトを紹介する。

■高槻地域生活総合支援センター ぷれいす
Be内
（高槻市郡家本町5-2）
■入場料：500円
（1ドリンク付き）■①部、②部入替制※出演内
容は異なる■問：TEL072-681-4700

■アートエリアB1
（大阪市北区中之島1-1-1）
■定員：30名程度■申込不要■問：木村幸太
郎
（大阪大学大学院理学研究科准教授）
Mail:kokimura@bio.sci.osaka-u.ac.jp

▶

9/30（土）

①11時〜12時 ②13時半〜14時半
※開場は開演15分前まで

掲載
無料

あなたの街の情報を
お待ちしております！

メール p l a y @ c i t y l i f e - n e w . c o m
※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。

アンサンブル・ディマンシュ

ささやかな休日のコンサート
▶

9/24（日）

14時開演

チャイコフスキー作曲
「弦楽セレナーデ」
早川正昭作曲
「バロック風 日本の四季」
テレマン作曲
「リコーダーコンチェルト ハ長調」

■島本町ふれあいセンター
「ケリヤホール」
（三
島郡島本町桜井3-4-1）
■入場無料■問：TEL
075-961-3577
（佐藤）

