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桂文枝 芸能生活50周年
ファイナルステージ ～またここから始まる～

桂文枝　［ ゲスト ］ 三遊亭円楽、さだまさし、ほか

　落語家・桂文枝が芸能生活50周年の
集大成ともいえる、記念すべきイベントを
開催する。落語、トーク、コンサートの三部
構成。三枝時代の作品で、初の文化庁芸
術大賞に選ばれた思い出深い演目「ゴル
フ夜明け前」をスペシャルバージョンで披
露するなど、様々な企画が披露される。

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 5,000円→4,500円（全席指定・税込） 
受付期間 10/20（金）10時～11/12（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-497
※お客様手数料0円
※やむを得ず、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 11月15日（水） 開演19時

ストラヴィンスキー107年ぶりの新発見
曲を携えて、“広響”が大阪で演奏する。
［指揮］ハンヌ・リントゥ　［ピアノ］カティ
ア・ブニアティシヴィリ　［曲目］ストラヴィ
ンスキー：葬送の歌op.5、チャイコフスキ
ー：ピアノ協奏曲 第1番、バルトーク：管
弦楽のための協奏曲

広島交響楽団 第375回プレミアム定期演奏会 大阪公演
　　　　　　　  ＜世界への扉 vol.1＞ライジング・サン

西日本初開催！アンパンマンと音楽会へ
ようこそ！ドリーミングやアンパンマンの歌
や踊りと一緒に本格的なオーケストラも
楽しめる、必見プログラム！

ドリーミングブラスコンサート
アンパンマンと音楽会

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、2歳以下は保護者1名につき1名膝上鑑賞可。座席が必要な場合は有料。
金   額 2,800円→2,500円（全席指定・税込） 
受付期間 10/20（金）10時～2/28（水）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-012
※お客様手数料0円※やむを得ず、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 2018年3月10日（土） 
　　　　 ①開演13時 ②開演15時半

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 S席6,000円→5,500円（全席指定・税込） 
受付期間 10/20（金）10時～12/17（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-011
※お客様手数料0円
※やむを得ず、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 12月23日（土祝） 開演16時

県内の合唱団が多数参加し、オー
ケストラとともに“第九”を演奏する。
［指揮］飯守泰次郎［管弦楽］大阪
フィルハーモニー交響楽団［曲目］
ベートーヴェン：序曲「レオノーレ」第
3番、交響曲第9番ニ短調作品
125「合唱つき」

株式会社トーホー presents
第九コンサート2017

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 6,000円→5,500円（全席指定・税込） 
受付期間 10/20（金）10時～11/19（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-499
※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 2018年1月13日（土） 開演14時

デビューから30数年、世界の大舞台で活躍
するプリマドンナ。オペラや日本歌曲など珠
玉のプログラムを華やかに聴かせてくれる。
［出演］ソプラノ：佐藤しのぶ、テノール：清
水徹太郎、ピアノ：森島英子［曲目］ヴェル
ディ：オペラ「椿姫」より乾杯の歌、寺島尚
彦：さとうきび畑 ほか

ニューイヤーに贈る
佐藤しのぶ 魅惑の世界

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→4,500円（全席指定・税込） 
受付期間 10/20（金）10時～11/19（日）23時59分
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コード 94090　
※制限枚数お一人4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 11月24日（金） 開演19時

関西の吹奏楽ファン待望の第2回大
阪定期演奏会が決定！
［指揮］飯森範親［サクソフォン］田中靖
人  ［曲目］バンドへの贈りもの、アルトサ
クソフォン協奏曲、華麗なる舞曲 ほか。

東京佼成
ウインドオーケストラ
第2回大阪定期演奏会

公演情報

尼崎市総合文化センター
あましんアルカイックホール
（尼崎市昭和通2-7-16）
阪神尼崎駅より北東に立体遊歩道で徒歩5分

金   額 500円（全席指定・税込） 
電話予約 06-6368-1111（内線4720） 
※予約なしでも当日入場可能。
※やむを得ず、曲目等変更になる場合があります。

対象公演 12月9日（土） 開演18時半人気曲を厳選しているので、ク
ラシックに詳しくなくても楽しめ
る。団結力のある演奏をぜひ。
［曲目］ブラームス：交響曲第4
番 ホ短調op.98、ドリーブ：バ
レエ音楽「シルヴィア」組曲、
ブラームス：大学祝典序曲
op.80　

関西大学交響楽団 第69回定期演奏会

●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
●受付停止：毎週火曜・水曜2時半～5時半、12/30（土）0時～1/5（金）18時は
チケットシステムメンテナンスのため受付を停止します。

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

http://ticket.citylife-new.com/
新着情報はコチラ

エンタメticketもCheck！

City Life 読者限定

対象公演  12月1日（金）
受付期間 10/20（金）10時～11/25（土）23時59分

電話予約 0570-550-100　Y コード   505333

公演期間 ： 12月1日（金） 18時半開演 17時45分開場
料金 ： S席10,000円　A席8,000円　B席6,000円 
　　　 （全席指定・税込）
会場 ： オリックス劇場（大阪市西区新町1-14-15）
　　　  四つ橋線「四ツ橋駅」徒歩約5分、「本町駅」徒歩約7分
　　　  長堀鶴見緑地線 「心斎橋駅」 徒歩約6分、
　　　  　　　　　　　 「西大橋駅」徒歩約5分
　　　  御堂筋線「心斎橋駅」徒歩約10分
※未就学児は入場不可

桂文枝 三遊亭円楽 さだまさし

オリジナル手ぬぐいをプレゼント。当日、チケット持参のうえ特別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。
◎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。

Loppiでの購入方法 http://l-tike.com/guide/loppi.html

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

スカウトの基本技能であるロープ結び（本
結び・8の字結び等）や記憶ゲームに挑戦
する。

高槻第5団
「ボーイスカウト体験デー」

■富田公民館（高槻市富田町5-17-1）
■対象：高槻市内の小学生低学年男女（保護
者同伴でご参加ください）■無料■問：TEL090-
2481-8071（事前に担当姫野まで）

10時集合12時終了
▶ 11/5（日）

フリーマーケット出店120区画、和太鼓、世界
の音楽、フォルクローレ、マジック、無料健康
チェックコーナー、無料歯科チェックコーナー、
無料保育相談、平和展などを予定。

フリーマーケットFOR
平和・福祉フェスティバル

■茨木市役所前　中央公園南グランド（茨木
市駅前3丁目）■問：茨木社会保障推進協議会
TEL072-624-3977

10時～15時半
▶ 11/12（日）

講師：米山 智さん（元遺品整理士）
遺品整理士は、遺品を大切にする方々の
深い想いや、亡くなられた方のことを受け止
めて遺品を整理している。人生の終わりを
考え、今をよりよく生きるために前向きに自
分を見つめ、自他ともに大切にした人間関
係やコミュニケーションを築くことを目的とし
た講演会。

人権講演会
「生と死を考える」
～遺品整理の現場から～

■富田ふれあい文化センター（高槻市富田町
4-15-28）■無料（手話通訳有）■定員：40名
（当日先着順）■問：富田ふれあい文化センター
TEL072-694-5451・FAX072-694-5453

10時～12時
▶ 11/15（水）

阪急本通商店街にて「いばらキッズ夢の商店街」とい
う次世代育成事業を実施。商店街の更なる活性化
及び子どもたちの健全育成を目的に実施する事業。

「いばらキッズ夢の商店街」

■茨木阪急本通商店街■問：一般社団法人茨
木青年会議所TEL072-623-2163

1部は、大阪市西成区釜ヶ崎。「日雇い労働
者の街」と呼ばれてきたこの地で38年にわ
たり活動を続ける子どもの居場所「こどもの
里」（100分）のドキュメンタリー上映会。
2部は、「子どもの里」館長、荘保共子氏の
講演。

「さとにきたらええやん」
上映会＆荘保共子さんの講演会

■摂津市立コミュニティプラザ会議室3・4（摂
津市南千里丘5-35）■定員：50名■無料
■申込：11/2～■問・申：摂津市立男女共同参
画センターウィズ・せっつTEL06-4860-7112

1部：13時～14時40分
2部：14時45分～16時15分

▶ 11/26（日）

消防音楽隊の演奏、はしご車体験乗車（身
長・人数制限有）、はにたんエアークッション(3
歳～10歳・人数制限あり)、レスキュー体験、ミ
ニ消防車の体験乗車、地震体験、軽可搬ポ
ンプ放水体験など。

高槻市消防フェスティバル2017

■高槻市立日吉台小学校（高槻市日吉台一番
町24-18）■入場無料■問：高槻市消防本部
予防課TEL072-674-7985

13時～15時　※雨天中止
▶ 11/25（土）

大阪府在住のイラストレーター・童画家 徳治
昭氏によるほっこりかわいい童画展。宝くじイ
ラストや絵本・キャラクターデザインなどで活躍
中。1Fフロアを一般向けに常時開放してい
る。（医）朝倉クリニック歯科 1Fのイベントホ
ールにて開催。
http://www.dougakan.net/

徳治昭童画展

■ギャラリーあさくら（茨木市駅前4-3-26｠ 朝倉
メディカルビル1F）養精中隣り■入場無料
■問：090-8386-2447（徳治昭）

11時～18時
▶ 11/15（水）～19（日）

「はぎれ市」
～ものづくりが好きな方を対象にした蚤の市～

■染・裁・色　工房＆Cafe蘭布（らんぷ）
　（茨木市春日3-2-15）
■問：蘭布TEL072-627-0053

10時半～
▶ 11/26（日）

「相模原事件とヘイトクライム」をテーマに津久
井やまゆり園事件から現在の障害者問題を考
える。講師：保坂 展人氏（現 東京世田谷区長）

「相模原事件
（津久井やまゆり園事件）とは」

■高槻市生涯学習センター2階　多目的ホー
ル（高槻市桃園町2-1）■無料■定員300名
■問：TJO・ケアネット TEL072-696-3201（梅
田）・TEL080-5335-1656（岩﨑）

13時半～16時半※13時開場▶ 12/3（日）

▶ 11/18（土）12時～16時

北摂イベント

綿、麻、ウール、シルク
等の布、海外のファブ
リック、オリジナルプリ
ントや染めた布、製作
時に出たはぎれやボ
タン、レース、リボン、
毛糸、モチーフ、ファス
ナー等の手芸品、自
宅で簡単に染められる染料ボトル（調合済
み）『そめかえる』を販売。無料はぎれは、アー
ト制作や子どもの工作に。健康を考えた「低
糖質の美肌ランチ」は予約受付中（20食限
定）『cheeky』パンもある。

かみ合わせが悪いと身体全体のバランスが
悪くなり頭痛や肩こり、腰痛など身体全体に
不調が出るよう。今回の講演ではかみ合わ
せの大切さや自分がズレていないかのセル
フチェックの方法など詳しく話をしてくれる。終
了後個別相談も可。この機会にぜひ参加し
てみて。

かみ合わせ講演会開催

■高槻商工会議所（高槻市大手町3-46）■参
加無料■定員20名■問・申込：きたむら歯科医
院　072-688-8148■http://www.kenkou-
fuku.info

▶ 11/2（木）
10 時～12時


