箕面山七日市

日時：10月7日(水)10時〜
場所：阪急箕面駅周辺商店街、瀧道

毎月7日限定のお得な特典がいっぱい。
詳しくはホームページをご覧ください。
※10月の振る舞いおよびイベントは、新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため中止いたします。

箕面山七日市

検索

問合せ：箕面FM まちそだて事業部
TEL 072-724-5151

箕面山七日市のご来場には、

箕面駅前第一駐車場・駐輪場
箕面駅

が便利です

年中無休

サンプラザ
1号館

駅前第１
駐車場・駐輪場
サンクス
みのお

府道箕面池田線

府道豊中亀岡線

30分100円

みのお本通り商店街

サンプラザ
2号館

24時間営業

●第９回 結みのおコンサート
チェロとピアノが奏でる 癒しの名曲集
日時：10月31日(土)14時開演
（13:30開場）
場所：箕面文化・交流センター
プログラム：エルガー｢愛の挨拶｣、
サン=サーンス｢白
鳥｣、
J.S.バッハ｢無伴奏チェロ組曲｣より、
モ
ンティ｢チャルダッシュ｣、
愛燦燦、
ニュー・シ
ネマ・パラダイスほか
出演：林はるか
（チェロ）
、
林そよか
（ピアノ）
料金：大人2,000円、
小・中学生500円
（限定100席）
主催・問合せ：ともに歩む
『結みのお』☎072-722-9914

箕面駅から滝道を徒歩約７
分。数々の店で料理長をつと
めた人気シェフが、
自然野菜
と旬 の 食 材 をふ んだ ん に
使った料 理を、ランチ・ディ
ナー各４種のコースで提供。
シェフの繊細なこだわりと独
創性を感じる一品一品は、美
しいビジュアルにも大満足。
緑に囲まれた特別な空間で、
友人や家族、カップルでおい
しいひとときを愉しんで。
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Lunch Time
11:30〜15:00
Dinner Time
17:30〜22:00

Last Visiting 20:00

2不定休
0072-735-7535

公益社団法人箕面市シルバー人材センター
私たちと一緒に
箕面の高齢者の
いきいきとした
暮らしを
サポートしませんか？

職 員 採 用 試 験 のお知らせ
募集要項配布期間

令和2年

10月5日㊊〜26日㊊
募集要項配布場所

公益社団法人

箕面市シルバー人材センター 他
募集要項はホームページ
からもダウンロード可

箕面市シルバー 検索

採用時期 令和3年4月1日
お問い合わせ：公益社団法人箕面市シルバー人材センター

σ072-723-8077

m-silver@hcn.zaq.ne.jp

●ガンバ大阪インフォメーション
ON AIR▶日曜10時10分ほか
10月4日〜25日(日)マンスリーインタビュー山本悠樹選手(MF)

林はるか

●しあわせの道しるべ（ゲスト）
ON AIR▶第2日曜15時30分ほか
10月11日(日) Yoshi Tamlaさん（音響エンジニア）

ラジオで

歌って笑ってお口の教室

お口の健康ミニ知識をお伝えするほか、季節の歌を
歌ったり、お口の体操をします。
ラジオの前でご一緒
に、思いっきり口を開けてお口を鍛えましょう！
ON AIR

10月6日・13日・20日・27日
（火）10時45分〜11時
再放送：当日16時10分、19時25分頃、翌日7時55分

Monthly国際交流コンサート
モリ・アキコLIVE「痛いの痛いの飛んでゆけ?」
オリジナル曲「痛いの痛いの飛ん
でゆけ!!」を始め、カバー曲を織り
交ぜながらお送りします。
日時：10月18日(日)14時〜16時
場所：サンクスみのお2番館
地下1階国際広場
出演：モリ・アキコ<Vo.>、
Dindy<Pf.Cho.>
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ご来場をお断
りして行う場合があります

毎月第3日曜日開催の無料コンサートです。
タッキー816(FM81.6MHｚ)で放送します。
(再放送：当日21時、翌日14時)

大阪府箕面市のコミュニティラジオ局

25 タッキー816が開局25周年を迎えました！
周年

スーパー

箕面の超ローカルメディアとして、

いつも、
いざも、
箕面情報を発信しています

箕面のあらゆる情報を、
ラジオ、
ＷＥＢ、
情報紙などのメディアで毎日発信。
災害発生時には、緊急情報を発信しています。
いつも、
いざも、
市民のみなさんに箕面情報をお届けし、
「情報力」
と
「発信力」
で、箕面生活を応援します。

ラジオ公開放送

第589回

VOL.144

開局

林そよか

●みのたんらじお（公開生放送）
ON AIR▶土曜11時
場所：箕面市立メイプルホールロビー
10月 3日(土) 大川紗花さん
（｢第21回ショパン国際ピ
アノコンクール in ASIA｣出場）
10月10日(土) 豊川南小校区スマイルランドこども会のみなさん
10月17日(土) 辻明さん（西小地区防災委員長）
10月24日(土) 米田真理子さん（箕面観光ボランティアガイド）
10月31日(土) 箕面市国際交流協会の学生インターン

OCT

●まちのラジオ 大阪大学社学連携事業（ゲスト）
ON AIR▶第2木曜14時ほか
10月8日(木) 木ノ下智恵子さん
（大阪大学共創機構社学共創部門准教授）

出演
箕面市歯科衛生士
永井靖美さん
中川晶子さん
音楽療法士
増田佐知子さん
ピアノ伴奏
伏下敦子さん

Gran

滝道にオシャレな
イタリア料理店が
オープン

10

10月のラジオ番組ガイド

後援・協賛イベント
●まちゼミ
「ラジオCMをつくろう！」
お店やサークル、
バンドのPR、
なんでもOK！
原稿づくりからアドバイス。
ゼミはラジオで放送します
対象：店主さん、
市民サークル、
バンドなどどなたでも
場所：10月10日
（土）
・17日
（土）
・24日
（土）
13時30分〜15時
場所：みのおエフエム
（船場東2丁目）
講師：和気貴志
定員：各1人or1グループ
料金：無料
申込・問合せ：みのおエフエム ☎072-728-3210

駅前第2駐車場

11月1日

2020

EVENT & PROGRAM

10月のナビゲートは｢ひじりバンド｣
懐かしい歌を
一緒に
歌いましょう！

WEB

情報誌

地震・台風・豪雨！そのとき
タッキー816では緊急情報を放送します！
地震、
台風や豪雨などの災害時は、通常の放送を中断して、箕面市内の緊急情報を放送し
ます。市民のみなさんに必要な情報を、繰り返し放送します。

みのおエフエム開局25周年 東日本大震災復興 箕面チャリティコンサート

11月1日

箕面市立メイプルホール大ホール

オータムフェスタ

11月7日㊏11:00〜19:00

場所：ゆずるの足湯前広場（滝道）
｢みのおキャンドルロード2020」が
開催される滝道から、のんびりお届
けします。
タッキーパーソナリティもプチ集合。

智内威雄

箕面ＦＭまちそだて株式会社

営 業 部・編 成 部 …… 〒562-0035 大阪府箕面市船場東２丁目５番47号 ＣＯＭ３号館２階
TEL：072-728-3210 FAX：072-728-3733
まちそだて事業部 …… 〒562-0001 大阪府箕面市箕面６丁目３番１号 みのおサンプラザ1号館216号
TEL：072-724-5151 FAX：072-721-1788

タッキー

︻ピアノ︼

コンサートの収益は、東日本大震災復興支援として｢NPO法人3・11甲状腺がん子ど
も基金」
と、障がいのあるアマチュア演奏家支援として
「第二回左手のピアノ国際コン
クール」
へ全額寄付します。

尾池亜美

料金
（全自由席）
：前売：2,000円 当日：2,500円、
中学生以下1,000円
チケット：箕面市立メイプルホール、箕面市立グリーンホール、箕面市立
東生涯学習センター、箕面市立西南生涯学習センターで発売中。

発行

検索

LIVE

■プログラム
グノー：アヴェ・マリア
久石譲：
「風の谷のナウシカ」組曲より
マスネ：タイスの瞑想曲 ほか

︻バイオリン︼

一般墓地・合葬式墓地
随時募集中！

公開
生放送

■1 回目【開演】午後 2 時【開場】午後 1 時 30 分
■2 回目【開演】午後 5 時【開場】午後 4 時 30 分

大阪北摂霊園

情報

箕面市で災害が発生したときの情報入手はタッキー８１６で。

10月1日･23日♪この広い野原いっぱい
10月2日♪この木なんの木
10月5日･22日♪花嫁
10月6日♪村祭
10月7日♪島人ぬ宝
10月8日･26日♪憧れのハワイ航路
10月9日♪You Are My Sunshine
10月12日♪Country Road
10月13日・28日♪少年時代
10月14日・27日♪白いブランコ
10月15日・30日♪君といつまでも
10月16日・29日♪若者たち
10月19日♪座・ロンリーハーツ親父バンド
10月20日♪上を向いて歩こう
10月21日♪見上げてごらん夜の星を

大阪北摂霊園

ラジオ

箕面ポータルサイト
「みのおどっとネット」

https://minoh.net/

