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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〜
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

桂文枝 ［ ゲスト ］三遊亭円楽、
さだまさし、
ほか

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

音楽

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。

三遊亭円楽

対象公演 12月1日（金）

（全席指定・税込）

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。

受付期間 10/20
（金）
10時〜11/25
（土）
23時59分

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

電話予約

0570-550-100

Loppiでの購入方法

Y コ ード 505333

◎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。

第九コンサート2017

アンパンマンと音楽会

神戸国際会館 こくさいホール

県内の合唱団が多数参加し、
オー （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
ケストラとともに 第九 を演奏する。
金
額 S席6,000円→5,500円（全席指定・税込）
［指揮］
飯守泰次郎
［管弦楽］
大阪
受付期間 10/20（金）10時〜12/17（日）23時59分
フィルハーモニー交響楽団
［曲目］ 電話予約 0570-02-9999
ベートーヴェン：序曲「レオノーレ」第
P コ ード 599-011
※お客様手数料0円
3 番 、交 響 曲 第 9 番ニ短 調 作 品
※やむを得ず、曲目等が変更になる場合があります。
125「合唱つき」

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

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

新千里ウインドアンサンブル
第26回定期演奏会

第2回大阪定期演奏会

※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

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。

※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。

関西大学交響楽団

※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。

Maple Philharmonic

「光と影
中井アツコのガラスアート展」

11/5（日）

※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

第69回定期演奏会

City Life 読者限定

対象公演 11月24日
（金）開演19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→4,500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。

公演情報

対象公演 12月9日
（土）開演18時半

体外受精セミナー

北摂イベント

〜知っておきたい体外受精のあれこれ〜

▶

10/28（土）

13時半〜15時

14時開演※13時半開場
▶

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

人気曲を厳選しているので、
ク
尼崎市総合文化センター
ラシックに詳しくなくても楽しめ あましんアルカイックホール
る。団結力のある演奏をぜひ。 （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
［曲目］
ブラームス：交響曲第4
番 ホ短調op.98、
ドリーブ：バ
金
額 500円（全席指定・税込）
レエ音楽「シルヴィア」組曲、 電話予約 06-6368-1111（内線4720）
※予約なしでも当日入場可能。
ブラームス：大 学 祝 典 序 曲
※やむを得ず、曲目等変更になる場合があります。
op.80

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

（箕面市民オーケストラ）
第35回定期演奏会
▶

東京佼成
ウインドオーケストラ

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

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

City Life 読者限定

対象公演 2018年3月10日
（土）
①開演13時 ②開演15時半

※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。

City Life 読者限定

City Life 読者限定

佐藤しのぶ 魅惑の世界

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！

対象公演 11月15日
（水）開演19時

ニューイヤーに贈る

新着情報はコチラ

http://ticket.citylife-new.com/

ドリーミングブラスコンサート

City Life 読者限定

対象公演 12月23日
（土祝）開演16時

http://l-tike.com/guide/loppi.html

エンタメt i ck e tも C h e c k！

ファミリーマートでの詳しい発券方法はHPにて。

株式会社トーホー presents

11/12（日）

■箕面市民会館グリーンホール
（箕面市西小路
4-6-1）
■入場無料■問：新千里ウインドアンサ
ンブル

カラフルキッチン

「中国の春節を体験しよう」

コンサート

ギャラリー

催し

ミュージアム

講座・講演

15時開演※14時半開場
【曲目】
・アーク・エンジェルズ
・オリエント急行
・ジュラシック・パーク
・もののけ姫
・ウィキッド
・ディズニーランド・セレブレーション ほか

イベント スポーツ おでかけ

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
●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

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。

会場：オリックス劇場（大阪市西区新町1-14-15）

アート

予約・購入について
桂文枝

City Life 読者限定

（金）18時半開演 17時45分開場
公演期間：12月1日
料金：S席10,000円 A席8,000円 B席6,000円

演劇

【曲目】
ブラームス：交響曲第4番 ほか

■箕面市立メイプルホール大ホール
（箕面市箕面5-11-23）
■入場料：700円
■未就学児来場不可
■チケット取扱：メイプルホール事務所・
グリーンホール
（箕面市立市民会館）
■問：TEL072-723-1682
（北村）

参加型大喜利

スーパー自治会活動を思いつく

▶

11/1（水）〜11/5日
（日）

11時〜17時

京都手描き友禅の手糸目技法をガラスに応
用して1986年に考案(中井芳夫・中井アツ
コ)した箕面産のガラスアートで、三原色と竹
串で描いた幻想的な作品。花、風景、抽象
画など10点展示。
■ナカイ自宅手づくりギャラリー
（箕面市半町
2-14-35）
■入場無料
■問：TEL072-722-7854
（中井）

国立循環器病研究センター

「健康講演会」

<対象>これから体外受精を考えている方
（ご夫婦での参加も可。お子様連れの参加
はご遠慮下さい。）
<内容>卵巣刺激、採卵、体外受精、顕微授
精、胚凍結、移植、妊娠率など。スケジュール
について、助成金制度について

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

■千里朝日阪急ビル14F 第5会議室
（豊中市
新千里東町1-5-3）
■参加無料・要事前申込■
申込方法：電話
（06-6155-1511）
またはWEB
予約 http://www.sonoda-art.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。

武道館ノルディック・ウォークラリー
in万博公園

家事家計講習会

▶

11/20（月）

9 時〜13 時

▶

12/3（日）

11/30（木）

10時〜12時

▶

中国の先生を招き中国の春節によく食べる
水餃子を皮からつくる。中国のお正月にあた
る春節について教えてもらう。

自治会活動を面白くしていくためのアイデア
をみんなで出し合う。

■とよなか国際交流センター 料理室
（豊中市
玉井町1-1-1-6F）
■対象：小中学生20名
■費用：1,500円■持ち物：エプロン・三角巾・水
筒■問：TEL090-39930992
（さが）
/toyonakama@gmail.com■申込：とよなかま
ブログhttp://blog.canpan.info/toyonakama/

19時〜21時

■ラコルタ
「吹田市立市民公益活動センター」
（
吹田市津雲台1-2-1 千里ニュータウンプラザ6
階）
■無料■定員：吹田市在住・在動・在学者の
20名（多数抽選）■申込方法：名前、年齢、住
所、連絡先を電話、FAX、
メールにて※11/23
必着■問・申込：TEL06-6155-3167/FAX06-6833-9851/info@suita-koueki.org

▶

11/28（火）13 時半〜16 時 20 分

生活習慣病を予防するための食べかた、動
きかた、暮らしかたなど健康寿命を保つため
の正しい知識と、認知症予防のための秘訣
について、慶應義塾大学の岡村教授と国立
循環器病研究センターの猪原部長が講演。
■吹田市立千里市民センター
（吹田市津雲台
1-2-1）
■無料■定員：200人■申込不要
■問：国立循環器病研究センター予防健診部
TEL06-6833-5012
（内線2188）

万博公園の紅葉の中、
ノルディックウォーキン
グでスタンプラリーを楽しんでもらうとともにノ
ルディックウォーキングの運動効果などを伝え
る。
なお武道館にて、
藤川真司氏
（エヌウォー
カー倶楽部代表）
による講演を行う。
■吹田市立武道館 第三武道室
（吹田市山田
北2-1）
・万博記念公園内■参加料：800円
（万
博公園入園料、参加賞代など含む）
■持物：ノル
ディックポール・タオル・飲み物・運動靴・動きやす
い服装
（※ノルデックポールを持っていない人に
は無料貸出有）
■受付期間：11/1〜11/15
（9
時半〜20時）■参加条件：18歳以上25組（2
〜3名で１組）
先着順※１人での参加も可
■申：来館もしくは電話■問：吹田市立武道館
TEL06-6877-6211

▶
▶

①11/16（木）10 時半〜12 時
②11/23（木・祝）10 時半〜12 時

NHK「あさイチ」でおなじみの友の会の家
事家計講習会。今年を振り返り、来年はど
のような1年にしたいか考える。気になる家
計の話、大切にしたい食事の話、
スッキリと
したい衣服の管理の話など。
■①グリーンホール1F大会議室 ②箕面市中
央生涯学習センター3F講座室■資料代：350
円■託児有
（1歳から要予約・託児料200円保
険代含）※1歳未満は、母と同席可■問：豊中
友の会 箕面方面TEL080-5057-5902
（桑
田）
tomominoh2016@gmail.com

