日時：11月7日(土)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。

11月1日
チケット

箕面山七日市

検索

会場・ライブ配信

箕面駅前第一駐車場・駐輪場
年中無休

箕面駅

が便利です

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

サンプラザ
1号館

みのお本通り商店街

24時間営業

サンプラザ
2号館

駅前第2駐車場

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。
Sakurai marché

第2 奇
土曜 数 月
日開 の
催中
！

場所：阪急桜井駅前広場・プロムナード

暮らしに役立つグッズや手作りの逸品、
こだわり
のフードなどのお買物が楽しめるイベントです。

桜井マルシェ

検索

問合せ：桜井マルシェ実行委員会 TEL 072-724-3443

VOL.145

EVENT & PROGRAM
●ピンクリボン・サロン in 北摂
日時：11月８日(日)13時30分〜16時
場所：みのお市民活動センター
内容：バイオリン演奏、講演「乳がんってなに？」、ゆる体操、交流会
講師：相原智彦さん
（相原病院ブレストセンター理事長）ほか
定員：40人
（当日参加可）
料金：無料
主催・問合せ：I FOR You Japan ☎090-2104-7100
●Maple Friday Jazz Concert vol.20
日時：11月13日(金)19時開演
（18時30分開場）
場所：箕面市立メイプルホール大ホール
出演：石田ヒロキ
（ピアノ）
、
高橋知道
（テナーサックス）
、
河合鉄兵
（ベース）
、
伊波大輔
（ドラム）
料金：前売一般2,000円、
学生1,000円
（会員・学生割引あり）
問合せ：箕面市メイプル文化財団 ☎072-721-2123

11月のラジオ番組・公開放送

イベント中止 11月の
のお知らせ 「桜井マルシェ」
は、

NOV

好評発売中！

後援・協賛イベント

箕面山七日市のご来場には、

11

■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

※11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。
問合せ：箕面FM まちそだて事業部
TEL 072-724-5151

2020

︻ピアノ︼

周年

智内威雄

25

箕面山七日市

︻バイオリン︼

尾池亜美

東日本大震災復興 箕面チャリティコンサート
開局

●しあわせの道しるべ
ON AIR▶第2日曜15時30分ほか
11月8日
（日）新宮文子さん（レイヨーグ指導者）
●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
11月12日
（木）志賀向子さん
（大阪大学大学院理学研究科教授）
●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
11月 7日(土) 一般社団法人 未来環境エネルギー協会
11月14日(土) 大阪大学奇術研究会
11月21日(土) 野口博史さん（豊川北小地区防災委員長）
11月28日(土) 唐木実千成さん（箕面観光ボランティアガイド）
※「みのおキャンドルロード2020」開催中止のため、11月
7日の公開放送は中止いたします

公開
生放送
LIVE

タッキーもみじラジオ
11月28日㊏ 11:00〜16:00

場所：ゆずるの足湯前広場
（滝道）
進行：11:00〜 繁田麻衣子
（みのたんらじお）
12:00〜 和気貴志、津波古奈桜（サタデーワイドフィーバー）
ゲスト：箕面の山や自然を愛するみなさん
紅葉狩りでにぎわう滝道から久しぶりの公開生
放送。山や自然を守る活動グループのみなさんを
ゲストにお迎えし、のんびり放送します。
特 別 番 組
箕面市人権啓発推進協議会 箕面小地区協議会

第26回わっとコンサート

11月14日㊏に、
箕面小コミセンで開催される
「わっとコンサート」
を放送します。
出演：増田心馬さん
（大正琴演奏者）
有咲りんさん
（シンガーソングライター）
放送日時：11月29日(日)14時〜15時
再放送：11月29日(日)21時〜22時、
30日(月)14〜15時

ラジオで

2020.11.1.SUN

滝道の

MINOH-kankianとは・・・

MINOH-kankianに

「箕面の聖天さん」
と地元で慕われ
る聖天宮西江寺の敷地内にありま
す。美しい紅葉や聖天山の桜に囲
まれた最高のロケーションで、古く
から写経場などとして利用されてき
ました。令和元年の火災により焼失
しましたが、令和2年に滝道の景観
に合う風情ある建物として生まれ
変わり、写経場として利用されてい
た際につけられた施設名称「歓喜
庵」をローマ字表記「MINOH-kankian」
として継承しました。

Slow Food Restaurante

歌って笑ってお口の教室

ON AIR

11月3日・10日・17日・24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5分

出演
箕面市歯科衛生士 永井靖美さん・中川晶子さん
歯科医師（箕面市歯科医師会）加茂野太郎さん
シンガーソングライター 上岸芳子さん

チンクエピュウ

Menu
pickup！

箕面の柚子と
紅葉鯛のスパゲティ

柚子の爽やかな酸味・香り
と、旬で脂ののった紅葉鯛
のコクと旨み のマリアー
ジュが楽しめます。

第589回

川
面
箕

タッキー816(FM81.6MHｚ)で放送します。
(再放送：当日21時、翌日14時)

滝

2不定休 4箕面2-7-98

阪急箕面駅

0072-735-7535 要予約
Lunch Time 11:30〜15:00
Dinner Time 17:30〜22:00
Last Visiting 20:00

西江寺

道

※駐車場のご用意はございません。

箕面２丁目

P

阪急箕面駅から箕面大滝へ向かう滝道を徒歩約７分︒

橋本亭

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ステージ前に
はご来場いただけない場合があります

数々の店で料理長を務めた人気シェフが提案する︑自

チンクエ ピュウ

然農法の野菜と旬の食材をふんだんに使ったコース料

CINQUE PIU

理 を ︑ランチ・ディナー各４種から選べるレストランが

問合せ：箕面FM まちそだて事業部
TEL 072-724-5151

聖天橋

品一品は︑美しいビジュアルにも大満足︒好みを伝えて︑

検索

箕面大滝

オープン︒シェフの繊細なこだわりと独創性を感じる一

箕面逸品

大阪府出身、20歳の大学生、有咲
りんが、秋 の 風 が 心 地よいこの
シーズンに心温まる音楽をギター
弾き語りでお届けします。
日時：11月15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：有咲りん（ありさき りん）

木々に囲まれた特別な空間で︑友人や家族︑
カップルで

ホームページをリニューアルしました！

※コース料理の一例です。

有咲りん Heartwarming Concert

お料 理に合うワインを選んでもらえるのもうれしい︒

取扱店舗はこのタペストリーやのぼりが目印！
詳しくは、箕面逸品のホームページをご覧ください。

11月2日・18日♪芭蕉布
11月3日・19日♪秋桜
11月4日♪小さな木の実
11月5日・20日♪パプリカ
11月6日・23日♪Smile Again
11月9日・24日♪高原列車は行く 懐かしい歌を
11月10日♪ふるさとは今もかわらず
一緒に
歌いましょう！
11月11日♪荒城の月
11月12日・25日♪四季の歌
11月13日・26日♪時代
11月16日・27日♪糸
11月17日・30日♪まっかな秋

「箕面逸品」登録商品

Monthly国際交流コンサート

美味しいひとときを愉しんで︒

ゆずのスイーツやもみじをモ
チーフにした雑貨など、箕面
ならではのこだわりの逸品
が140種以上！

11月のナビゲート
は｢愛唱会｣

n
e
!
p
O

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！

全てのお席から、箕面の森の美
しい紅葉がご覧いただけます！
！
料理と景色の両方を満喫しに
来てくださいね。
オーナーシェフ 寺内仁

箕面５丁目
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