
City Life Hokusetsu EAST  2017.1221

富田まちかど物語「ペルー音楽が奏でるこの
まちの記憶」（演奏:フローレス・デュオ）、舞台
発表、バザー・食べ物出店、人権啓発展示、
多文化交流体験、クイズスタンプラリー、街
頭紙芝居、三線ライブ、バンプーダンスなど。

「2017フェスタヒューマンライツ」

■富田ふれあい文化センター（高槻市富田町
4-15-28）富田青少年交流センター、社会福祉
法人つながりサニースポット■問：実行委員会事
務 局（ 高 槻 市 人 権まちづくり協 会 ）
TEL.072-694-5451

▶ 12/3（日） 9 時半～15時

【曲目】
グリークラブ愛唱歌
クリスマスソング他

関西学院グリークラブ
第26回　高槻コンサート

14時開演　※開場13時半

■高槻現代劇場　中ホール　（高槻市野見町
2-33）■前売りチケット：2,000円（当日券なし）
■全席自由席■問：関西学院同窓会高槻・島
本支部TEL&Fax.072-690-4765（平山）

▶ 12/3（日）高槻市名誉市民 
故山崎旭萃（人間国宝）一門による
筑前琵琶演奏会

山崎旭萃一門会
「琵琶の音とともに」

11時

■高槻現代劇場レセプションルーム（高槻市野
見町2-33）■無料■問：高槻現代劇場TEL. 
072-671-9999（10時～17時)

▶ 12/3（日）

手作り作品。クリスマスグッズ、焼き菓子、正
月用食材などおすすめ食品、リサイクル品、
大人・子どもの衣類、日用品）など

友愛バザー

■立命館いばらきフューチャープラザイベントホ
ール（茨木市岩倉町2-150）
■入場無料
■主催：大阪友の会北摂・高槻方向
■問：TEL .072 -632 -2903（家治川）・
090-7875-2780（石川）

▶ 12/7（木）

全盲の落語家・桂福点さんによる講演と創
作落語。「障がいのある人もない人も共に尊
重しあいながら、互いを理解し社会で生きて
いくことはどんなことなん？」とこれまでの歩み
を振り返りながら語る。

講演＆創作落語
～大笑いゼーションでノーマライゼーション～

「摂津市人権を考える市民のつどい」

■摂津市民文化ホール　くすのきホール（摂
津市香露園32-16）■定員：先着450名（事
前申込不要）■一時預かり有※予約要・先着
順（対象：1歳半～就学前の市内在住に限る）
11/30までに市役所4階人権女性政策課へ
電話または直接申込■手話通訳有■問：摂津
市役所 市長公室・人権女性政策課
TEL.06-6383-1324

▶ 12/9（土）
13時半開演　
※開場13時

ユニークな切り口で
「からだとの出会い」を提案。
身体にまつわる見る・語る・知るを
体験するワークショップ。

みんなのためのからだ学
「なんちゃってアフリカン」
ダンス+お面つくり

■高槻現代劇場306号室（高槻市野見町
2-33）■対象：どなたでも■参加費：1,500円/
親子1組■定員：20名（先着順）■申・問：高槻
井 戸 端 ダンスプ ロジェクト（ 内 山 ）
TEL070-5346-4605（平日11時～19時）
Mail：karadagaku@gmail.com

▶ 12/9（土） 
13 時半～16時

【曲目・演目】
もろびとこぞりて、赤鼻のトナカイ、そりすべ
り、アイ・ガット・リズム、ポストホルンギャロップ
（ほうきのラッパ）、恋、アニメソング～サザエ
さん、ドラえもんのうた、キミがいれば、勇気
100％～他 共演：高槻市少年少女合唱団

京フィルといっしょ！
クリスマスファミリーコンサート

■高槻現代劇場中ホール（高槻市野見町2-33）
■入場料：一般・一般と中学生以下のペア
2,000円/友の会1,800円/友の会グリーン
1,000円/中学生以下500円※3歳から入場可
■チケット購入方法：窓口・電話・web■問：高槻
現代劇場TEL.072-671-9999（10時～17時)

▶ 12/17（日）
14時

出演:松井智惠（ソプラノ）・LA 萠 DIE 2017（コー
ラス）・西村由紀子（シンセサイザー、シター）・山崎
尚代（シンセサイザー）・中野亘（舞台美術、照明）
プログラム:子守歌、まきびとひつじを、今日生まれら
れた、神のみ子は、荒野のはてに、その他

「LA 萠 DIE2017」
クリスマスコンサート

■カトリック高槻教会（高槻市野見町2-26■入
場料:前売3,000円・当日3,500円■問:サクソン
イベント室TEL 072-672-7512

▶ 12/23（土・祝）
16時開演　
※開場15時半

10時～11時15分
※品物が無くなり次第終了

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）
※返信が無い場合、
　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。

北摂イベント

ご招待券プレゼント（3組6名様）
（応募締切12月8日必着）

【曲目】
エルガー／コケイン序曲
ヴォーン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲
（チューバ独奏：金　誠基）
ベートーヴェン／交響曲第３番「英雄」
【指揮】
米山 信・新谷 武

「吹田市交響楽団第83回定期演奏会」

18時半開演　
※開場18時

■高槻現代劇場大ホール（高槻市野見町2-33）■
入場料：（前売り・吹響友の会）500円/（当日）600円
■前売券販売所：（11/1～1/5）：高槻現代劇場事務
所■問：吹田市交響楽団mail: suitaso@gmail.com
・TEL06-6876-0625（安部22時まで）■吹響ホー
ムページ：http://www.suitaso.org/

▶ 1/6（土）

動画　 販促
セミナー

平成29年度消費税軽減税率対策窓口相談等事業

最近では、動画をYouTubeなどにアップし、販
促ツールにすることで、売上を上げておられる
事業者が多く見受けられます。ただ制作や費用
面で課題は多々あります。本セミナーで消費税
増分を商品価格に転嫁ができるよう、動画で売
り上げを増やす対策をしていきましょう。

動画初心者のための

日時

内容

12/14 木 14:00～16:30
①プレゼンテーション理論に基づいた集客に繋がる動画の作り方
②iPhone動画アプリ「iMovie」を使った簡単な動作説明
※アンドロイドスマホの方は、①のみの受講も可能です

お問合せ
摂津市商工会
206-6318-2800

持ち物
iPhone／iPad
（iMovieダウンロード済のもの）

ネットでお申し込みください

場所 摂津市商工会 摂津市南千里丘4-353階
●阪急摂津市駅徒歩7分　●JR千里丘駅徒歩17分　●モノレール摂津駅徒歩15分
※1Fがコインパーキングになっておりますが、駐車場代が30分100円必要です。

宮崎公立大学においてマスコミ社会論を学び、卒業後、ア
ナウンサーやパーソナリティーなどを経て、「アニバーサリーボ
イス」を起業。YouTube40万回の再生回数を誇る動画もあ
り、独自のプレゼン理論を用いてプロモーション支援を行う。

東 大悟氏 アニバーサリーボイス代表講師

お申込み 検索摂津市商工会

販促
売れる！

スマホde販
促

※事業者の方ならどなたでも参加可能です

商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

高槻商工会議所茨木商工会議所 摂津市商工会

創業者向けのいばらき異業種交流会
創業希望者、創業5年未満の方、
創業者向け事業を展開されている方を
対象に開催します。（１事業所２名さままで）

ホームページ・インターネットで販売促進をする、
個別相談会！
創業希望者、経営者、小売（通販）業者など

新米経営者のための
基本スキル習得講座実践編を
開催します！
URL：http://www.takatsukicci.or.jp/kosyu.htm

摂津市100円商店街
有田みかん大放出祭

【日時】平成30年１月２７日（土）14:00～17:00
【会場】茨木商工会議所
　　　 （立命館いばらきフューチャープラザ）
【備考】参加費1,000円 /人　定員60名（先着順）

【日時】平成29年12月18日（月）10:00～17:00
【会場】茨木商工会議所（立命館いばらきフューチャープラザ）
【備考】完全予約制　定員6名

■ いずれも詳細は、
　 茨木商工会議所ホームページをご確認下さい。

■日時　　 （第 1回）11月29日（水）、（第2回）12月6日（水）、
　　　　　（第3回）1月10日（水）
　　　　　（第4回）1月24日（水）　
　　　　　　第 1･2･3 回 13:30～15:30 第 4回 13:30～16:00
■場所　　高槻商工会議所　3階会議室（高槻市大手町3番 46号）
■定員　　各回とも20名程度（申込順）　
■費用　　無料
■内容　　第1回（広告宣伝・販売促進編）「商売繁盛のコツを教えます」
　　　　　第 2回（リスク回避編）「知らなきゃ損する商標・意匠の基礎知識」
　　　　　第 3回（ＩＴ活用編）「ＳＮＳを活用した集客方法」
　　　　　第4回（税務会計実務編）「個人事業主が知っておきたい会計・経理の実務」
■申込み　上記URLをご確認ください。
■問合せ　高槻商工会議所　TEL：072-675-0484

①正雀駅前商店街
　新巻鮭500円 /本　※10:00から販売。先着100名様
②正雀本町商店街
　11:00～　ストリートライブを開催
③千里丘ことぶき商店街
　ミニスーパーファミコンやオービィ大阪入館券などが
　当たるガラガラ抽選を実施。
　ワークショップや手作り市も開催。
④とりかい商店街

■ 詳しくは　
　 http://settsu-sci.jp/　 摂津市商工会 06-6318-2800

　創業間もない方、創業後１～３年程度の方、近いうちに創業
を予定している方などを対象。本講座は、全 4 回受講すること
も希望する回のみ受講することも可能です。

摂津市の下記四商店街で毎年恒例の100円商店街を行います。
当日は各商店街参加店舗の選りすぐりの100円商品を販売するほ
か、参加店舗の購入スタンプ1個で有田みかんの詰め放題（無く
なり次第終了）等のイベントも同時開催します。




