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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
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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。

新着情報はコチラ

◎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。

ジャルジャル

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。

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」

みんぱくワールドシネマ

「おみおくりの作法」
▶

椿鬼奴

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

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
※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。

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

千鳥

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。

豊中歴史同好会定例会

女子力もＵＰする声のレッスン
川邊暁美さんに習う入門編

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）

建築物防災講演会

「内陸地震はなぜ起こるのか」

9/18（月・祝）

13時半〜16時
※13時開場

孤独死を遂げた人を、
できる
限りの誠意を尽くして おみ
おくり する仕事に臨んできた民生係のジョン
の姿を通して、人間関係が希薄になりつつあ
る現代社会の中で、
さまざまな人生を歩んで
きた人びとの尊厳ある生と死について、
日本
のお彼岸の季節に考える。
■国立民族学博物館 講堂
（吹田市千里万博
公園10-1）■参加無料（要展示観覧券一般
420円）
■申込不要
（先着順）
定員450名※11
時から講堂前
（本館2F）
にて入場整理券を配布
■問：国立民族学博物館 企画課博物館事業
係TEL06-6878-8210
（土日祝を除く9時〜17
時）

最先端の物理を高校生に
Saturday Afternoon Physics 2017

10/14・21・28（土）
▶ 11/4
（土）
▶

▶

■大阪大学豊中キャンパス理学研究科・大講義
室D501
（豊中市待兼山町1-1）
他■対象：高校
生
（高校教職員・保護者の方は申込可能だが高
校生優先のため受入人数に限りあり）■定員：
180名
（先着順）
■参加費：無料■申：Webにて
事前申込要http://www-yukawa.phys.sci.osaka-u.ac.jp/SAP/
■申込期限：9/18
（月）
※但し定員180名になり
次第締切■問：SAP事務局TEL06-68505341・mail sap2017@phys.sci.osaka-u.ac.jp

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

9/4（月）

13時半〜16時
※13時受付
▶
▶

9/9（土）

14時〜16時

武器・武具からみた九州諸勢力とヤマト王権
−古墳時代後期を中心に−
講師 北九州市芸術文化振興財団
学芸員 宇野愼敏先生
■蛍池公民館
（豊中市螢池中町3-2-1）
■料金：ビジター聴講料1,300円
■経験不問、初心者の方も気軽に参加可
■問：TEL090-5400-4638
（小川）

41人のチェロアンサンブル
大阪チェロアンサンブル・mille

第７回定期演奏会

■会場：箕面文化・交流センター４F 会議室1
（箕面市箕面6-3-1）
みのおサンプラザ内
■参加費：1,000円■定員：20名
（先着順）
■問・申込：みのおてならい事務局FAX0503488-1543・Mail minohjuku@gmail.com

「なぜたどりつけるの？」
を科学する・第2回

プレートの内部で起こる地震を内陸地震と呼
ぶ。内陸のプレート内に存在する、周囲に比
べて
「やわらかい」領域が重要な役割を果た
していると考える。
これからも起こるはずの内
陸地震について解説する。
講師 京都大学防災研究所地震予知研究
センター 飯尾能久教授
■建設交流会館8階グリーンホール
（大阪市西
区立売堀2-1-2）
■定員：250名■聴講料：無料
（全席自由）■申・問：TEL06-6943-7253（月
〜金 9時〜17時）

ホワイエコンサート「集」vol.6

秋の夜長、おとなの集いにようこそ

〜ロボットと人工知能で、動物の心を読む〜

9/29（金）

10/9（月・祝）

14時開演 ※13時半開場
７年前に関西のチェロ愛好家によって結成
された「大阪チェロアンサンブル・mille（ミ
ル）
」の定期演奏会。
【曲目】
チャイコフスキー：
くるみ割り人形、
グリ
ーグ：ペールギュント、
日本の曲他 多数
人の声に最も近いと言われるチェロを４１人
のチェリストが奏でる。

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。

■豊中市立文化芸術センター大ホール
（豊中市
曽根東町3-7-2）
阪急宝塚線「曽根駅」徒歩5分
■指揮：佐々木宏■入場無料・申込不要
■問：TEL080-6119-4470
（平家）

■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

掲載
無料

コンサート

ギャラリー

催し

ミュージアム

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。

第88回
めいぷるごにんばやしの会
▶

9/19（火）

18時半開演
※18時開場

19時〜20時半
▶

北摂イベント

講座・講演

9/9（土）10時〜12時

挨拶の声が変われば、好感度や伝わり方が
変わり、人生も変わる。日常のコミュニケーシ
ョンやお仕事のシーンで活かせるワンランク
上の声を手に入れよう。元NHKキャスターで
朗読家の川邊さんがやさしく指導。男性も参
加可。

▶

15時〜18時

4週にわたり、最新の自然像
に触れ、
自らの自然観を養ってほしい、
そのよ
うな願いを込めた内容。知的興奮と刺激の
世界へいざなう。実用化に対する興味を引き
出そうというプロジェクト。

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

▶

9/22（金）

18時開演

※17時半開場

グリーンホールの広々としたホワイエ
（ロビー）
に様々な音色があふれ、飲み物を片手に、気
軽に、豊かな音楽を愉しむひととき。秋の夜
長、透明感漂うアコースティックサウンドに、
柔らかな歌声を大人の雰囲気で贈る。
■グリーンホールホワイエ（ 箕 面 市 西 小 路
4-6-1)■入場料:300円
（ソフトドリンク付）
※別
料金でアルコール有■問:（公財)箕面市メイプ
ル文化財団TEL072-723-2525

桂弥っこ
「つる」
桂米柴「馬の田楽」
桂吉弥「遊山船」
＊中入＊
桂ひろば
「禁酒番屋」
桂紅雀「千両みかん」
■箕面市メイプルホール大ホール
（箕面市箕面
5-11-23）■料金：
（一般大人）
1,500円
（会員
大人）1,350円（一般小学生以下）700円（会
員小学生以下）
600円※未就学児入場不可
■問:
（公財)箕面市メイプル文化財団TEL072721-2123

