タッキー816はこちらのQRコードから今すぐお聴きいただけます➡

船場地区の新たな文化国際交流の拠点として誕生した複合公共施設。
船場図書館、
船場生涯学習センターに
続き、
いよいよ８月１日㊐には、
文化芸能劇場がオープンします！
これを記念して、
８〜９月の週末を中心に、
計5000人以上を無料でご招待するオープニングイベントを開催し
ます！最新の設備が整うホールで、
各分野で活躍する箕面市ゆかりの出演者によるコンサートや演劇、
落語、
ダン
スなど、
魅力あふれる公演の数々を楽しむことができます。
みなさん奮ってご応募ください！

上島一彦箕面市長による
オープニング宣言

5 ８月��日[土] ❶ ��:��

（日本語版）

㊐

劇団｢すずしろ」
『煙が目にしみる』
海外でも活動実績のあるシニア
世代の演劇グループ

桂ざこば（箕面文化大使）

3 ８月４日[水] ��:�� 大ホール

植田リサ

東海林まゆ美

「���� DANCE」でこころもからだもおどりだそう！
ゼロヒャク

出演：南流石（振付演出家）／上島一彦箕面市長

4 ８月８日[祝] ��:�� 大ホール

｢箕面市青少年吹奏楽団 特別演奏会
＆廣田遥トークショー」

箕面市青少年吹奏楽団

桂米紫

7 ❶８月��日[土] ��:�� ❷��日[日] ��:�� 大ホール
みのおキッズシアター
with末成映薫 第��弾

小学３年生から高校生までの子どもたちが参加する舞台

ダンス

「0100 DANCE」
プロジェクト※の紹介や市民参加型のプロモーション
映像の完成披露と、
「こころもからだもおどりだそう」
をテーマにした老若
男女参加型イベント

桂わかば

末成映薫（箕面きたかぜゆめ大使）

8 ９月�日[日] ��:�� 大ホール
高校生パフォーマンス

出演：箕面自由学園高等学校チアリーダー部

GOLDEN BEARS
／箕面高校ダンス部 MINOH DANCE CREW

9 ９月��日[土] ��:�� 大ホール

北芝解放太鼓保存会
「鼓吹」特別公演

廣田遥
（箕面トランポリン大使）

北芝解放太鼓保存会「鼓吹」

応募の概要

詳しくは
市内在住、
在職、
在学のかた
コチラから！
招待人数 大ホール各600人、
小ホール各100人
（いずれも応募多数の場合は抽選）
対 象

応募期間

６月１日㊋〜７月13日㊋
（必着）

応募方法 A4用紙やはがきなどに必要事項
（住所、
氏名、
年齢、
電話番号、
メールアドレス、
市内の勤務・

通学先
〈市外在住のかたのみ〉
、
希望公演名）
を記入の上、
メイプルホール
（〒562-0001箕面
5-11-23）
または生涯学習・市民活動室
（〒562-0003西小路４-６-１）
へ持参または郵送。 市ホームページ
市ホームページ
（右記QRコードからアクセス）
からも応募可

※応募は１公演につき１人１回まで。
１枚の申込用紙で、
最大３人分の応募ができます。
※当選者の発表は、
チケットの発送
（７月中旬以降順次）
をもって代えさせていただきます。

年中無休
24時間営業

サンプラザ
2号館

30分100円

サンプラザ
1号館

駅前第１
駐車場・駐輪場

府道箕面池田線

サンクス
みのお

駅前第2駐車場

●街かどレポーター養成講座
日時：7月4日(日)10時〜11時30分
場所：みのお市民活動センター
（タッキー816）
で紹介するた
内容：地域の話題をラジオ
めのレポートのコツを学ぶ
定員：5人程度
料金：無料
主催・問合せ：タッキー816応援団 ☎080-5332-1866

6月のラジオ番組ガイド
●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
6月10日（木）古川裕さん（同大学附属図書館副館
長）、
日髙正太郎さん（同図書館箕面図
書館課専門職員）

新番組 健康はお口から！
qtoD6
I
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一品
が140種以上！

健康情報をお伝えするほか、誤嚥性肺炎やほうれ
い線予防のためにパタカラ体操でお口を鍛えます！

取扱店はこのタペストリーやのぼりが目印！

6月のナビゲートは
懐かし
い
「ハミングバード」と「ロマンスガイズ」 歌 一緒に歌を
いま

しょう
！
映画音楽がいっぱい♪
6月1日・11日・23日
♪上を向いて歩こう＠ロマンスガイズ
6月2日・14日・24日
♪見上げてごらん夜の星を＠ロマンスガイズ
6月3日・15日・25日
♪涙そうそう＠ハミングバード
6月4日・16日・28日
♪愛燦燦＠ハミングバード
6月7日・17日・29日
♪小雨降る道＠ハミングバード
6月8日・21日
♪会津磐梯山＠ハミングバード
6月9日・18日
♪浜辺の歌＠ハミングバード＆ロマンスガイズ
6月10日・22日・30日
♪瑠璃色の地球＠ハミングバード＆ロマンスガイズ

Monthly国際交流コンサート

パタカラ体操で

お口を鍛えて若さと健康をキープ！
「パ」
「タ」
「カ」
「ラ」を発音することで、お口が鍛えられます！

発音のポイント

パ

パタカラ体操

こんな
メリット！

箕面産玉ねぎに、味噌と納豆菌、箕面産実
生柚子を合わせた何にでも合う逸品

詳しくは、箕面逸品の
ホームページをご覧ください。
問合せ：箕面FM まちそだて事業部
TEL 072-724-5151

聞かせて！ペット自慢
出演者募集！

第2水曜日午前11時放送

ラ

こんな
お
ありま 悩み
せんか
？
そ

舌を丸めて、上の前歯に
つけて
「ラッ！」
と勢いよく

・向上
飲み込む力の維持

だ液の分泌の促進 口角アップ などなど

I

進行：箕面市歯科衛生士 永井靖美さん、中川晶子さん
6月のゲスト
言語聴覚士 樺元大輝さん、
音楽療法士 増田佐知子さん

チョーこだわった玉ねぎみそ

のどの奥から
「カッ！」
と
力強く

健康はお口から！ toD
6
q

6月1日・8日・15日・22日
（火曜日）
10:45・16:10・19:30・翌朝7:05（各回15分）

みなさん
家族の一 の
ご自慢話員の
聞かせて を
ください！

誤嚥防止

カ

週1回、
ラジオの前で楽しくお口を鍛えませんか？

童謡やアニメの曲などをジャズ風にアレンジして、
お子さまも大人も一緒に楽しんでいただけるよう
なジャズコンサートをめざしています。

ON AIR

タ

しっかり唇を閉じてから 舌先を上あごにつけて
「パッ！」
と弾くように
「タッ！」
と弾くように

こじゃずコンサート

玉ねぎドレッシング

除草剤・農薬を使用せず
土からこだわった箕面産
玉ねぎを約40％使用

VOL.152

※緊急事態宣言期間中は公開放送を中止し、
スタジオから放送します。

第597回

おいしい逸品が
増えました！

JUN

放送

毎週火曜日 午前10時45分〜11時、

午後4時10分〜25分、
午後7時30分頃〜45分頃

日時：2021年6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：こじゃずコンサート
YUKA（うた）、なかつかさ みゆき
（ピアノ）、
みずもと しのぶ（ベース）、
みずたに きよかず（ドラム）

毎週水曜日 午前7時5分〜7時20分

※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

ゲスト

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)

お口のれは、
衰えて筋力が
き
サイン た
！

パタカラジオを聴いて

お口ケアセットをゲットしよう！

箕面市の
歯科衛生士がゲストと
・お口の若返りBOOK
一緒にお送りします。
（液体歯みがき付き）
・舌ブラシ
・歯ブラシ
・デンタルフロス
・入れ歯ウェットシート

出演
永井靖美さん・中川晶子さん
（歯科衛生士）
言語聴覚士 樺元大輝さん
（偶数月）

そのほか、音楽療法士、作業療法士、理学療法士、保健師、ケアマネジャー、歯科医師

タッキー816みのおエフエムを

■応募方法

ファクス、電話、電子メール、はがきで、
次の①〜④を明記の上、
ご応募ください。
①住所②氏名③年齢④番組のご感想

30

プレゼ名様に
ント

タッキー816「お口のプレゼント」係
【宛先】
ファクス：072-728-3733／電話：072-728-3210
電子メール：816@minoh.net
はがき：〒562-0035 箕面市船場東2-5-47 COM3号館2階

■応募締切▶6月25日
（金曜日）必着

当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます
提供：一般社団法人 箕面市歯科医師会

発行

※オープニングイベントでは、
新型コロナウイルスの感染拡大を防止
するため、
定員を削減し、
間隔をあけて配席します。
また、
入場時の
検温や手指の消毒、
マスクの着用、
「大阪コロナ追跡システム」
への
登録のお願いなどの対策を行います。

が便利です

●グリーンホールホワイエコンサート
「集（つどい）」Vol.9〜思いを音に託して〜
日時：7月3日(土)14時30分
場所：グリーンホールホワイエ
料金：無料
（全自由席）
問合せ：箕面市メイプル文化財団 ☎072-721-2123

舌 の筋肉を鍛える

出演：大迫弘和（元千里国際〈現関西学院千里国際〉中・高等部校長）
／井藤航太（声楽家）／植田リサ（バイオリニスト）
／東海林まゆ美（芸術統合集団”BU-TO-O-KAI”主宰）

／桂紅雀／桂まん我／桂ひろば
／桂雀五郎／桂鯛蔵／桂弥壱

6

喉 の筋肉を鍛える

出演：桂ざこば／桂わかば／桂米紫

箕面駅前第一駐車場・駐輪場

後援・協賛イベント

舌 の筋肉を鍛える

オープニング記念講演とSIS／OIS卒業生などによる芸術パフォーマンス

桂米朝一門会

※未就学児は入場不可。

箕面山七日市のご来場には、

EVENT & PROGRAM

●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
6月 5日(土) 裵恵麟さん（外国人防災アドバイザー）
6月12日(土) 村越桜さん（全日本ジュニアクラシック音楽
コンクール声楽部門高校生の部全国4位）
6月19日(土) 萱野東小校区 カトレアこども会
6月26日(土) 森三郎さん（箕面観光ボランティアガイド）

唇 の筋肉を鍛える

「箕面・ART・地球
―すべての子どもたちのために―」

6 ８月��日[日] ��:�� 大ホール

※6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

府道豊中亀岡線

2 ８月１日[日] ��:�� 大ホール

劇団「すずしろ」
（箕面シニア演劇大使）

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。

みのお本通り商店街

智内威雄
（箕面左手のピアニスト大使）

日時：6月7日(月)10時〜
場所：阪急箕面駅周辺商店街、瀧道

箕面駅

「左手のピアニスト
智内威雄リサイタル」

��:�� 小ホール
❷（英語版）

㊏

箕面山七日市

を
ほっぺた
⁝
よく噛む

1 ８月１日[日] ��:�� 大ホール

8.1 9.11

2021

ラジオ公開放送

ほう
気 れい
に
飲み
な 線が
る
にく 込み
⁝
く
な
った
⁝
むせやすい⁝

オープニングイベント in 文化芸能劇場

井藤航太

ご招待！

問合せ：メイプルホール σ７２１・２１２３ φ７２１・０４９５

（９プログラム11公演）

大迫弘和

無料

文化芸能劇場 オープニングイベント

ぜひご応募ください！

計5000人以上を

掲載している情報は5月27日
（木）
現在のものです。

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1丁目1番1号
（箕面 交通・観光案内所内）
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/

7月末でグリーンホールのホールが利用終了になります。
これまでの感謝
を込めて、尾池亜美さんのバイオリンリサイタルに400人ご招待！
日時：7月18日(日)午後2時【応募締切 6月27日(日)】
応募方法など詳しくは、右ページまたは箕面市メイプル文化財団ホームペ
ージをご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のご協力をお願いいたします。
詳しくは、箕面市メイプル文化財団のホームページに掲載しています。

