
●しあわせの道しるべ（ゲスト）
ON AIR▶第2日曜15時30分ほか
12月13日（日）山本茜さん（合同会社Amazake Lab.代表）

●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
12月10日（木）山本晃輔さん（大阪大学人間科学研究

科附属未来共創センター専任講師）

12月のラジオ番組ガイド

EVENT & PROGRAM
ラジオ公開放送
●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
12月  5日(土) 外国人の英語指導助手
12月12日(土) 四宮聡さん

   （箕面市立病院 感染管理認定看護師）
12月19日(土) 箕面市の新成人を迎えて
12月26日(土) 奥田寿彦さん

  （箕面観光ボランティアガイド）

●タッキースペシャル議会放送（一般質問）
12月29日 9時～14時、16時～19時（予定）

●25th GO TO リモートトラベルキャンペーン
（ダイジェスト）
12月29日～1月1日／19時～20時
12月30～1月2日／11時～12時

●第38回箕面市青少年弁論大会
12月30日／10時～11時、22時～23時

●箕面チャリティコンサート
12月31日・1月1日／10時～11時、22時～23時

●箕面市青少年吹奏楽団 秋のコンサート
　1月2日／14時～15時、22時～23時　　　ほか

詳しくは12月20日頃にホームページに掲載します。

年末年始プログラムでお送りします。
12月29日(火)～1月3日(日)は

箕面ポータルサイト「みのおどっとネット」
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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！

12月1日・8日・15日・22日（火）10時45分～11時

●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

再放送：当日16時10分、19時25分頃、翌日7時5分

ON AIR

出演

歌って笑ってお口の教室ラジオで

2個入り…500円
6個入り…1,500円

Minoh Sweet
LITTLE
TREASURE 
ミノオ スイーツ リトル トレジャー

問合せ：箕面FM まちそだて事業部
 TEL 072-724-5151

箕面山七日市　 検索

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。
※12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
日時：12月7日(月)10時～
場所：阪急箕面駅周辺商店街、瀧道

年中無休
24時間営業
30分100円

箕面山七日市のご来場には、
箕面駅前第一駐車場・駐輪場
が便利です
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問合せ：箕面FM まちそだて事業部
 TEL 072-724-5151

箕面逸品 検索

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。

ホームページをリニューアルしました！

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！

　明治43年に建てられた木造
3階建ての料理旅館で、箕面川
のせせらぎの音と眺めが楽し
めることから観光客に親しま
れていました。裏山の崩落に
より解体を余儀なくされましたが、長きにわたり滝道のシンボル
として賑わいの中心にあったため復活を望む声が多く、情緒あ
る外観はそのままに、このたび再築を果たしました。箕面川を見
下ろせるオープンデッキを新設するなど、「古き」と「新しき」を兼
ね備えた建物として復活しました。

橋本亭とは・・・

12月のナビゲートは
｢箕面室内合唱団｣

12月1日・16日♪青い目の人形 
12月2日・21月♪ゆりかごのうた
12月3日♪ちいさい秋みつけた
12月4日・17日♪歌の翼に
12月7日♪小さな木の実
12月8日・25日♪早春賦
12月9日・18日♪少年時代
12月10日・22日♪君をのせて
12月11日・23日♪切手のないおくりもの
12月14日♪遠くへ行きたい
12月15日・28日♪遥かな友に
12月24日♪きよしこの夜

懐かしい歌を
一緒に

歌いましょう！
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0072-725-9552
111:00～17:00頃
2月曜日
4箕面2-5-37

フランエレガン
YUZUYA ●ゆず屋

 Open!
　阪急箕面駅から箕面大滝へ向かう滝道を徒歩約5分｡
　｢一の橋」のたもとにあり、明治時代から親しまれてき
た｢橋本亭」が、箕面の特産品「実生柚子」を使ったメ
ニューのカフェ＆テイクアウト店に生まれ変わりました。
　イチオシは、箕面の実生柚子を使用したお菓子｢Minoh 
Sweet LITTLE TREASURE（小さな宝物）｣｡黄身餡
とフェアトレードのホワイトチョコレートを合わせて、柚
子の香りとともに求肥で包んだ和洋菓子は、箕面のお
土産として喜ばれること間違いなしです！
　1階はテイクアウトと物販。柚子にちなんだお菓子と、
ドレッシングやお肉にかけるソースも。
　2階は、12月上旬にオープン！カジュアルで、でもちょっ
ぴり贅沢なカフェに。

滝道の「橋本亭」に
フランエレガン
YUZUYA

MENU

●ゆず屋

フランエレガンYUZUYA
名物チキンコンフィ

500円
骨付きのモモ肉を野菜や出
汁に付け込んでじっくり火
入れしたYUZUYAの名物。

自家製特大ロールキャベツ
800円

特製パテがぎっしりキャベツ
に包まれたボリュームたっぷ
り300g！の特大サイズ。
ハーブ香るトマトソースとの
相性をお楽しみください。

自家製ローストポーク
クロワッサンサンド

700円
野菜でしっかりマリネした
オリジナルローストポーク。
サクサクのクロワッサンでダ
イナミックにサンドした奇跡
の逸品。

自家製スープ
ボストンクラムチャウダー
ザクザククルトン添え

500円
アサリや野菜をたっぷり使
い、クリームベースで煮込ん
だYUZUYA特製の心を込
めた逸品。

 シェフのこだわり
ホットコーヒー

500円

Take
out

箕面の貴重な実生柚子に感動し、香りと味わいをもっと
たくさんのかたに楽しんでいただきたく、「Minoh Sweet 
LITTLE TREASURE」をお届けいたします。箕面の味を次
世代につなぐ、温かで健康的なお料理も提案していきま
す。滝道散策の折にはぜひお立ち寄りください。

オーナーシェフ 浮田浩明

etc.

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)

第591回

アンデスのこだま
Monthly国際交流コンサート

南米ペルーの古都ク
スコ出身のフローレス
兄弟デュオ。ラテン、
フォルクローレを中心
にペルーの音楽をお
届けします。クリスマス
ソングも！息の合った
絶妙なハーモニーを
お楽しみに！
日時：12月20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：フローレス・デュオ（フレディ・フローレス＆ヘ
スス・フローレス）
※新型コロナウイルスの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

タッキー816 みのおエフエムを

問合せ：桜井マルシェ実行委員会 TEL 072-724-3443

桜井マルシェ 検索

場所
内容
料金

阪急桜井駅前広場
日時 1月9日（土）10:00～16:00 ※荒天中止

暮らしを楽しむグッズや手作りの逸品の販売
1ブース3,000円（2.5m×2.5m）

出店者募集中！




