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City Life 読者限定

　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  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。

対象公演 10月4日（水） 開演14時

http://t icket.cityl i fe-new.com/
新着情報はコチラ

●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

　“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。

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

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
※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。

対象公演 11月25日（土） 開演15時

　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）

ラ・プティット・バンド 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  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。

対象公演 10月9日（月・祝） 開演14時

　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」

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

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  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。

対象公演 10月8日（日） 開演14時

KOYABU SONIC 2017

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。

［ 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

City Life 読者限定 ※本公演プログラム付

CAST

　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！

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。

ファミリーマートでの詳しい発券方法はHPにて。

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

◎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。

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

ジャルジャル 千鳥 椿鬼奴 笑い飯

幼い頃から“生きもの少年”として自然に親し
み、現在でも、里山で、田んぼや雑木林の手
入れをしながら暮らす今森光彦氏。本展で
は、今森氏のライフ＆ファッションに触れなが
ら、里山のアトリエから生まれる、精選された
ペーパーカットの最新作品、写真など約250
点以上を紹介する。

自然と暮らす切り紙の世界

開館時間10時～18時
（入館は17時半まで）
月曜・9/19日（火）休館、
9/18（月・祝）・10/9（月・祝）は開館

■神戸ファッション美術館（神戸市東灘区向洋
町中2-9-1）■入館料：一般500円/小中高65
歳以上250円■問：TEL078-858-0050

▶ 開催中
　～10/9（月・祝）

ハーバーランドで16回目を迎える神戸よさこ
いまつり。今年は「湧く“オモイ”」をテーマに、
色とりどりの衣装を身にまとった踊り子たちが
熱気ある演舞でハーバーランドの街を大いに
盛り上げる。総踊りには一般も参加可能。一
緒に踊ろう～。

神戸よさこいまつり
～里山のアトリエで生まれる命たち～

17時～20時

■ハーバーランド各所
■問：TEL078-360-3639（神戸ハーバーラン
ド総合インフォメーション・10時～19時）

▶ 9/1（金）
9時半～20時▶ 9/2（土）ハーバーランドのメインストリート“神戸ガス

燈通り”に手作りのお店がずらりと集合。作
家によるこだわりの手作り作品がテントいっ
ぱいに並ぶ。神戸でおなじみのラジオ局によ
る「マーケットライブ」を同時開催。明るい歌
声に耳をかたむけながらお気に入りの一点
を見つけよう。

ハーバーマーケット

11時～17時　※雨天・荒天中止

■神戸ガス燈通り（神戸市中央区東川崎町１）
■入場無料
■問：TEL078-360-3639（神戸ハーバーラン
ド総合インフォメーション・10時～19時）

▶ 9/3（日）

明治後期に活動した京都の七宝家・並河靖
之（1845-1927）は、国内外の博覧会で数
度受賞し、帝室技芸員にも選ばれた日本を
代表する七宝作家として、欧米諸国でも高い
評価を得た。本展では、並河の七宝作品や
下絵、資料など約110点を一堂に集め、草花
や蝶など華やかで美しい世界観を紹介する。

並河靖之七宝展

■伊丹市立美術館（伊丹市宮ノ前2-5-20）
■入館料：一般700円/大高生350円/中小
150円■問：TEL072-772-7447

▶ 9/9（土）
　～10/22（日）

月に一度開催される地域密着型マルシェ。
鮮度抜群の季節野菜を、近隣の農家や八
百屋から直接購入できる。人と人で繋ぐ地域
色豊かな旬の食材が揃う。

Farmer’s Market
ポル☆シェ芦屋 vol.58 お染まりください わたし色

■POLPO（芦屋市川西13-6）阪神芦屋駅西出
口前■入場無料■問：TEL090-1909-0141
（16時～21時）

16時～21時＊悪天候中止
▶ 9/13（水）

ドレス、生地、ストール、金糸の袋、タペストリー
など。ドレスはオールカシミヤで夢を載せて織り
込み、もう一着はスパンで織り上げている。シ
ルクウールで織り上げた作品など、様々な作
品が並ぶ。

ゆり子の手織り展

11時～18時（最終日は16時まで）

■画廊シャノワール（川西市小花1-8-1）
■入場無料
■問：TEL072-851-0707（中川ゆり子）

▶ 9/11（月）～16（土）

スポンジを使って描く動物達の立体とイラス
トレーションの原画展。描かれた動物達のそ
の先にいる地球の仲間達に思いを馳せても
らえるような作品を展示する。

おざき しょうた 個展
スポンジでとんとんされてうまれた動物達
TONTON ANIMALS

■ギャラリー プチポワン（神戸市中央区北長狭
通5-8-4）■入場無料
■問：TEL090-9111-6540

12時～18時（最終日17時まで）
▶ 9/18（月祝）～23（土祝）

【キャスト】
古田雅一、坂上麻紀
デュオ スケルツォ：中尾 恵/松尾美保
アンサンブルりぼん：竹田早希/泉 千晶/
井上美和/脇田僚子/松本未来
【プログラム】
ヴァイオリンソナタ第６番／ピアノソナタ熱
情　ベートーヴェン／ヴァイオリン＆フルート
＆ピアノ／アイネクライネナハトムジーク 全
楽章　モーツァルト／ピアノ連弾 ブエノスア
イレスの四季　ピアソラ ほか

波の譜
～ピアノ、バイオリン、フルート、声楽の響演～

13時開演
（12時半開場）

■神戸産業振興センターハーバーホール（神戸
市中央区東川崎町1-8-4）■入場料：前売
2,500円/当日3,000円/学生1,500円
■問：sakagami.0107@gmail.com（坂上）

▶ 9/30（土）

合唱　西宮混声合唱団
指揮　下井田 秀明
ピアノ　河村 章代

第62回定期演奏会

■西宮市民会館アミティホール（西宮市六湛寺
町10-11）■入場料：1,000円■問：TEL0797-
32-5396（松本）

14時開演
（13時半開場）

▶ 10/1（日）

―明治七宝の誘惑・透明な黒の感性―

10時～18時
（入館は17時半まで）
月曜休館
（祝日の場合開館、
翌日休み）

招待券プレゼント 
ペア5組

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、編集部からメール連絡いたします。
※返信がない場合、掲載を見送りさせて頂く場合があります。

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

P
下記URL、応募フォームよりご応募ください
※締め切りは各イベントに
　よって異なります
※応募は毎月26日以降から
　可能です
http://present.citylife-new.com

プレゼントのご応募は
Webから可能です。

阪神・神戸イベントEvent

招待券プレゼント ペア5組
（応募締切9月8日必着）

©パンサーカメレオンと
パキポディウム

　《菊唐草文細首小花瓶》
　明治中期/
　並河靖之七宝記念館

西宮混声合唱団

（応募締切9月8日必着）




