EVENT & PROGRAM

箕面山七日市

日時：2月7日(日)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。

など

日時：２月21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：中島紅音（Vo.)、井野アキヲ
（Gt.）
※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

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)

橋本亭とは・・・

●ローストポーク

じっくり熟成され香り豊かな
味わい。

●ロールキャベツ

Minoh Sweets
LITTLE TREASURE

1個 ･････････ 250円
2個入り ･････ 500円
6個入り ･･･ 1,500円
※1階で販売中

柔らかく煮込まれた肉は
口の中でとろける。

箕面大滝
橋本亭

ミノオ スイーツ リトル トレジャー

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、実生柚子
の香りとともに求肥で包
んだ和洋菓子

●ビーフシチュー

トマトの酸味が効いた
味わい深いソースが◎

川
面
箕

滝

阪急箕面駅

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、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。

道

フランエレガン
YUZUYA ●ゆず屋

箕面２丁目

P

0072-725-9552
1ランチタイム
11:00〜15:00
カフェタイム
15:00〜17:00頃
2月曜日
4箕面2-5-37

箕面５丁目

発行

箕面ＦＭまちそだて株式会社

２０２０年秋に︑先行して１階テ

ラジオ公開放送
●みのたんらじお
ON AIR▶土曜11時
場所：箕面市立メイプルホールロビー
2月 6日(土) 箕面市立東図書館 水原壽美館長
2月13日(土) 元気に活動中！こども会
2月20日(土) 外国人の英語指導助手
2月27日(土) 山岡一雄さん（箕面観光ボランティアガイド）
※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、公開
放送を休止し、スタジオから放送する場合があります。

橋本亭の
2Fにカフェが
オープン！

●ランチセット 2,500円〜（税別）

ランチセットはオードブルに加え、
メインディッシュはエビフラ
イやハンバーグなど5種のメニューから選ぶことができます。

西江寺

2月14日(日)までの夕方5時〜夜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
音楽療法士 増田佐知子さん
ピアノ伴奏 伏下敦子さん

（全て税別）

単品
ビーフシチュー ････････････￥2,000
ローストポーク････････････￥1,500
エビフライ ･･･････････････￥1,800
ハンバーグ ･･･････････････￥1,500
ロールキャベツ････････････￥1,500
牛肉の箱弁当+具たくさんスープ･･･￥1,500
オリエンタルチキンカレー ･･･￥1,300
カフェ
コーヒー ･･････････････････ ￥550
ホワイトチョコレートゆずラテ･･ ￥600
デザートセット ･････････････ ￥700

題を集めているフランエレガンＹＵ

点灯中！

みなさんが聞いたことのあるスタンダードジャズ
やポップスをギターDuoでさわやかにお送りいた
します♪

Menu

イクアウトと物販がオープンし︑話

駅前
阪急箕面 ルミネーション
イ
ハッピー

ボーカル中島紅音＆ギターアキヲDuoライブ

月︑
２階に待望のカフェがオー

問合せ：箕面FM まちそだて事業部
TEL 072-724-5151

2月2日・9日・16日・23日
（火）10時45分〜11時

Monthly国際交流コンサート

12

ＺＵＹＡ︒

詳しくは、箕面逸品の
ホームページをご覧ください。

ON AIR

第593回

プンしました！

炙った鯖の凝
縮された旨味と、
ゆずの爽やかな
香りが マッチ す
る逸品です。

テラスでお召し上
がりいただけます。

２ 層 吹 抜 けの 高い天 井 と ︑大 開

「柚子入り 炙り鯖の棒寿司」

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！

テイクアウトも
どうぞ！
！

口の窓からの箕 面 国 定 公 園の美し

おいしい逸品が増えました！

歌って笑ってお口の教室

●デザートセッ
ト

と贅沢な時間が過ごせます︒

取扱店舗はこのタペストリーやのぼりが目印！

ラジオで

爽やかな香りが
楽しめる！

い木々や川が望める空間で︑ちょっ

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！

●しあわせの道しるべ（ゲスト）
ON AIR▶第2日曜15時30分ほか
2月14日
（日）木山美佳さん
（キャリアコンサルタント会社 代表取締役）

お一人のカフェ
タイムを過ごすの
もオススメです。

隠れた人 気は
自家 製 パンに
ついてくる柚子
バター！

オススメは︑
５種類のお肉料理か

駅前第2駐車場

●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
2月11日
（祝・木）細川真梨子さん、三垣明子さん、
和田薫さん（社会人大学院生）
「研究の方法とアウトリーチのデザイン」
について

2月1日♪冬の星座
2月2日・25日♪鉄腕アトム
2月3日・16日♪おおブレネリ
2月4日・17日♪ブルー・ライト・ヨコハマ
2月5日・18日♪南国土佐を後にして
2月8日・19日♪星のフラメンコ
2月9日・22日♪小さな木の実
2月10日・23日♪ふるさと
2月11日・24日♪ひょっこりひょうたん島
2月12日♪見上げてごらん夜の星を
2月15日・26日♪春よ来い

箕 面 産の実 生 柚 子のドレッシン

サンクス
みのお

府道箕面池田線

大開口の建具やガラスは明治時代から引き継がれている貴重なもの。

らメインが選べるランチセット︒

駅前第１
駐車場・駐輪場

●ガンバ大阪インフォメーション
ON AIR▶日曜10時10分ほか
2月7日〜28日(日)マンスリーインタビュー
奥野耕平選手（MF）

グでいただくサラダや 具 だくさん

サンプラザ
1号館

府道豊中亀岡線

30分100円

2月のラジオ番組ガイド
サンプラザ
2号館

みのお本通り商店街

24時間営業

箕面駅

年中無休

VOL.148
のスー プに︑オー ドブルが付き ︑さ

箕面駅前第一駐車場・駐輪場

懐かしい歌
を
一緒に
歌いましょう
！

ます︒

箕面山七日市のご来場には、

●桂米朝一門会
日時：3月18日(木)18時30分開演
場所：箕面市立グリーンホール
出演：桂ざこば、
桂南光、
桂雀三郎、
桂吉弥、
桂歌之助、
桂弥っこ
料金：一般3,000円、
25歳以下2,000円
（全指定席）
問合せ：箕面市メイプル文化財団 ☎072-721-2123

2月のナビゲートは
「チーム銀河鉄道」

らに自 家 製 パンか特 製ご 飯 が選べ

問合せ：箕面FM まちそだて事業部
TEL 072-724-5151

FEB

箕面の冬のあったかスポット♥

ホームページをリニューアルしました！

2

後援・協賛イベント
●Maple Friday Jazz Concert vol.21
日時：3月5日(金)19時開演
場所：箕面市立メイプルホール小ホール
出演：石田ヒロキ（Pf＆Vo）、河合鉄兵（B）、伊波大輔
、
MASAX
（Sax＆Vo）
（Dr）
学生1,000円
（会員・学生割引あり）
料金：前売一般2,000円、
問合せ：箕面市メイプル文化財団 ☎072-721-2123

滝道﹁
のフランエレガンＹＵＺＵＹＡ﹂の
カフェ で決まり！

※2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。

が便利です

2021

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

箕面ポータルサイト
「みのおどっとネット」

https://minoh.net/

