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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、編集部から連絡いたします。

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

北摂イベントEvent

【演目】
沖縄民謡から、涙そうそう、海の声等の
ポップス、本格琉球舞踊まで楽しめる。

箕面三線　サークル発表会
「島唄ライブ」

13時開演
※開場12時半（一部）・15時～（二部）

■箕面メイプルホール（箕面市箕面5-11-23）
■入場無料■問：箕面三線サークル代表
TEL090-3610-3181（粟津）

▶ 10/8（日）

古澤巌が演奏するバイオリンが、秋空に響き
渡る。収益の一部を中東和平、震災支援。

古澤巌千里天神奉納公演

18時開演 ※開場17時半

■上新田天神社本殿前（豊中市上新田1-17-
1）■入場奉納料：2,500円
■予・問：TEL06-6834-5123

▶ 10/9（月・祝）

初心者の方も楽しく参加いただける小鼓に
ふれる体験会。講師は、女性では全国で3名
のみの、小鼓方能楽師 久田陽春子さん。
日本の古典や文学の世界を音で体験する、
またとない機会。

日本の音色「小鼓」体験会
14時～16時

■箕面市中央生涯学習センター3階和室（箕
面市箕面5-11-23）■参加費：1,000円（楽器
は無料貸出）■定員：20名（先着順）■問・申込：
みのおてならい事務局FAX050-3488-1543・
Mail minohjuku@gmail.com

▶ 10/15（日）

【曲名】
オペラ座の怪人　
スターウォーズ　他

吹田市吹奏楽団
第67回定期演奏会

■豊中市立文化芸術センター　中ホール　
アクア文化ホール（豊中市曽根東町3-7-2）
■入場無料■問：吹田市吹奏楽団事務局
TEL080-3837-6489（18時～21時）
■吹田市吹奏楽団：
http://www.geocities.jp/suitawind/

▶ 10/15（日）

昔の阪急電車（箕面有馬電気軌道）は、今
とは違う場所を走っていた箇所があるのを知
っていますか？昔の電車道をたどりながら箕
面の街の移り変わりを紹介。講師　能登宏
之（元関西学院大学講師）

「親子で歩こう！
　　　　箕面電車道」

9時半～12時

■箕面市立郷土資料館（箕面市箕面6-3-1み
のおサンプラザ1号館地下1階）■料金：100円
（資料代）■定員15組（小学校3年生から、保護
者同伴）※事前申し込み制の先着順10/2～
受付開始■申込方法：電話またはFAXにて、
「氏名」、「年齢」、「電話番号」■申・問：TEL：07
2-723-2235　FAX：072-724-9694

▶ 10/28（土）

「標的の島 風かたか」
上映＋三上智恵監督講演

上映①14時～
　　②18時半～
講演16時半～

■とよなか男女共同参画推進センター すてっぷ
ホール（豊中市玉井町1-1-1）■料金：大人 前
売1,000円・当日1,200円/中高生（18歳未
満） 前売500円・当日600円■一時保育有（1
歳～小学校3年生）子ども1人につき540円※
10/14までに事前予約要■問・予：TEL＆
FAX06-6841-9911・06-6844-2280
Mail toyonaka_festa@yahoo.co.jp

▶ 10/21（土）

福点さんと一緒にエスペラント体験（短時間
マスター法）を学ぶ。

桂福点　おはなし会  
「言葉の響きは心の響き
　　　　～地球の言葉で平和を」

13時～16時 ※開場12時半

■千里市民センター多目的ルーム（吹田市津雲
台1-2-1-8F）■無料
■問：TEL080-1722-1308
Mail mazresponsible@gmail.com

▶ 11/3（金・祝）

ドリームキャッチャー
づくりや野外ゲーム
や円板パズルづく
り、森の観察会など
楽しいイベントが盛
りだくさん。

森の感謝祭・
森とあそび・森と親しもう

10時～15時
（受付9時半～）
※雨天中止

■集合場所：箕面国有林　勝尾寺園地　ウイ
ングハウス■料金：大人1,000円・子ども（小学生
以下）500円（材料費、保険料、他）■定員：30
名■持ち物：弁当・飲み物（現地に自販機無）・雨
具■申込方法：FAXまたはメールにて■申：FAX
06-6584-9021・Mail sanka@forest-osaka.org
■問：大阪森林インストラクター会
TEL080-4231-0263（担当しんち）

▶ 11/5（土）
14時開演 ※開場13時半

映画と講演を通じて、沖縄
の現状を知り、「沖縄の問
題」は「私たちの問題」で
あるということを共有できればと考えている。
映画は2回上映とし、その間に三上監督の講
演会をはさむ。別室にて、写真展示も計画して
いる。講演時には手話通訳つき。

～妊娠しやすい体作り～

英ウィメンズクリニック、 クリニックママにて漢
方外来担当。 タンポポ茶ショウキT-1開発者
の医学博士邵輝先生が心身共に整えるため
に必要なこと伝える。治療中の方も、これから
妊娠を考える方も対象。
※お子様連れはご遠慮下さい。

妊活セミナー開催

セミナー11時～・個別相談会12時半～

■千里朝日阪急ビル（豊中市新千里東町
1-5-3）■定員：30名（完全予約制）■入場無
料・要事前申込■問：漢方薬局柚花香房
申込専用番号080-2421-8261（井上）

▶ 10/15（日）
講師　医学博士邵輝先生

北大阪のまつり ― まもりつたえる心 ―
　北大阪の能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、
茨木市、高槻市、島本町に残る、年頭、農耕、愛宕火、献灯の行事、六斉念
仏、獅子舞、いのこ餅の御所への献納行事などについて指定民俗文化財
を中心に展観することで、北大阪全域の祭礼文化の特徴を紹介する。また、
ロビーにて写真家三村幸一氏が撮影した北大阪のまつりの写真も展示。

吹田市立博物館開館25周年記念 
平成29年度（2017年度）秋季特別展

吹田市立博物館（吹田市岸部北4-10-1）
開催期間：10月7日（土）～11月30日（木）
時間：9時30分～17時15分 休館月曜（10月9日は開館）・祝日の翌日（11月4日は開館）
観覧料：大人200 円/高大生100 円/小中生50円　　　　　　　　　　http://www.suita.ed.jp

ＮＰＯ法人タケミ　無償塾 （吹田市）
スタート／2005年　活動／土曜18時～20時　場所／ラコルタ（吹田市立市民公益活動センター）
費用／無料（教材も無料で用意）　問／06-6834-1255　kqks30452@iris.eonet.ne.jp

それぞれ数学のベクトル
や化学の問題集・プリン
トと格闘中。ＮＰＯ法人タ
ケミは、無償塾のほか、
お茶を飲みながら世間
話や相談ができるサロン
や、竹見台中学校で菜
園や花壇の手入れなど
もしている。

サークル・クラブ・ボランティアなど、地域で仲間と共に活動しているみなさんをご紹介します。　

集え、元気なサークル・クラブ・ボランティア

　大阪市内で塾を経営する傍ら、1985年から不登校問題
に取り組んできた小寺さんが2002年にＮＰＯ法人を設立。
2005年から、学びたいことを無料で学べる「無償塾」をスタ
ートした。「質問がしやすいし、わからないことを丁寧に教えて
もらえる」「ここまでの往復の電車で単語を覚えるのが日課」
と1時間かけて通う学生のほか、これまで看護師の資格勉強
や定時制・通信制で学ぶ60代などのサポートをしてきた。ほか
に、引きこもりの家庭に出前塾をしたことも。単に無料なだけ
でない同塾、興味のある方はぜひ一度ドアを開いてみて。

兵庫県神崎郡市川町上牛尾半瀬2073-12
天然かさがた温泉 せせらぎの湯 20790-27-1919

http://www.seseraginoyu.com/
検索せせらぎの湯

入浴料
大人（中学生以上）700円
小人（5才～小学生）300円
※入湯税50円含む

営業日

ふところ館
営業時間

火・水・木・金・土・日
月曜定休（祝日の場合は営業）

10時～20時（受付は19時終了）

農村フェス10/15（日）

唄と踊りを通じて、老若男女みんなで楽しみ
ながら大地と緑に感謝するお祭り！（ゲスト
LIVE：まーちゃんバンド＆風人ブドゥリ太鼓）

●中国自動車道『福崎インター』より、車で約20分　●播但有料道路『市川南ランプ』より、車で約10分

10月のイベント内容

11時～16時半◆せせらぎの湯前のたんぼ
※入場無料（雨天決行）

月灯LIVE10/7（土）

THE BITTER MOMENTS・阿
音の2グループによる観月しなが
らのLIVEイベント！

19時～21時◆くるま館1・2階
※チケット制（当日チケット有）

野趣あふれる天然石の岩風呂は温泉情緒に浸れます。
お湯は、ぬめりのあるアルカリ性単純温泉。
きっとご満足いただけることと思います。

2017年10月末まで
使えるクーポン

※特典はお一人につき
1回利用可

（1枚につき4名まで）

この記事持参で
オリジナルタオル
プレゼント

ホテル阪急インターナショナル10/29●日

14時～
男性：42歳～57歳位まで（四大卒or年収400万円以上）
女性：37歳～54歳位まで　（高卒以上）

【40代・50代メイン】

11時～
男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収300万円以上）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

【30代メイン】 17時～
男性：55歳～69歳位まで
　　 （年収500万円以上or弁護士・医者等）
女性：45歳～63歳位まで
　　　（結婚に前向きな方）

【ハイステータス婚活】

参加費は 男女とも8,000円

ホテルグランヴィア大阪10/15●日

男性：28歳～42歳位まで
　　 （四大卒or年収35０万円以上の方）
女性：25歳～38歳位まで（高卒以上）

趣味・価値観重視！
男性：56歳～72歳位まで
　　　　　　（結婚に前向きな方）
女性：46歳～69歳位まで
　　　　　　（結婚に前向きな方）男性：42歳～57歳位まで（四大卒or年収40０万円以上）

女性：37歳～52歳位まで（高卒以上）

11時～【30代メイン】

14時～【40・50代メイン】

17時～【中高年メイン】

参加費は 男女とも8,000円 男性8,000円　女性6,000円

他のパーティ情報は
ホームページをご覧ください。

大阪府吹田市江の木町1-39 セーレ江坂7F　※東急ハンズ向かい
関西ブライダル 江坂 検索

↑

（PC）

ホームページ http://www.bridal-eterna.com
関西ブライダルはCMSマークを取得しました。結婚相手紹介サービス業マル適マーク

関西ブライダル江坂店［エテルナ］結婚
相談

営／10時～20時　休／火曜日
よい 　フーフ  に  なろう

①婚活パーティスタート
着席し1対1で3～5分お話いただき、
第一印象をチェック。
②食事付きフリータイム
食事時間は20分～30分。なるべく多く
の方と話をしましょう。
③アプローチタイム
10分～15分のアプローチタイム。お
気に入りの方にアピール。
④司会者による参加者紹介タイム
最終チェックに向けてお気に入りの
方、気になった方の名前をチェック。
 ⑤最終チェック
マッチング表にまた会いたい人の番
号を記入。

※企画により変更する場合があります。
     事前にお問い合わせください。

婚活パーティーの流れ

婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？
婚活の第一歩！
お見合いパーティに参加しませんか？

シティライフ読者限定
パーティ参加者下記料金より

500円OFF

シティライフ読者限定
パーティ参加者下記料金より

500円OFF
参加者
1万人突破！
参加者
1万人突破！

70120-4122-76

婚活セミナー 婚活セミナー 
1年以内に素敵な旦那様を射止める3つのメソッド
「理想の結婚生活」「外見の美」
「男性の本音」についてお話します。

場所：茶屋町あすいろの場所
　　大阪市北区鶴野町4 コープ野村梅田1316号
参加費：2,000円（お茶・お菓子付）
「シティライフを見た」と予約で500円off　参加条件：独身婚活女性

10月6日（金）19：30～21：30 詳細は
松太郎の
ブログで→

11月中旬、7年ぶりに「北摂グ
ルメ」本を発行します。シリーズ
12冊目です。今回は朝昼デザー
ト夜など、シーンに合う美味しいお
店を探すことができるように構成
しています。地元情報紙の強み
を活かし、隠れた名店をどんどん
紹介します！ただいま作成中です
が、シリーズ最高傑作の手応え
です！詳しくは次号にて。（コサオ）

すっかり涼しくなってきて過
ごしやすい季節になってきまし
たね。何気なく日々を過ごして
しまうとあっという間に冬が到
来してきますので、しっかりと
秋を楽しみたいものです。今
回は習い事とグルメ店の情報
が満載ですので、皆さんも秋を
満喫してください（やまどり）

朝晩ぐっと冷え込むようになり、
あっけなく夏が終わったなと感じる
この頃。これからの季節は文化の
秋・食欲の秋！ということで、カル
チャー特集（P.4-5）とグルメ企画
のパン特集（P.2-3）に注目です。
私も取材をきっかけにヨガを始め
ることに。遅くきた筋肉痛にせつ
なさを感じつつ、頑張って続けよう
と思っています。（まゆう）

今、暮らしを見つめ直そうと家
の中の物を断捨離したり、習い
事を始めようといろいろ自分改
造計画を立てています。秋って
不思議とやる気がでるものです
ね！今月の巻頭では習いゴト特
集をしていますので、みなさんも
こちらを参考にして、新しいこと
にぜひトライしてみてくださいね
（P.4～5掲載）（よしみん）

編 集 後 記


