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➡

2021

掲載している情報は7月28日
（水）
現在のものです。

EVENT & PROGRAM

年中無休

サンプラザ
2号館

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

府道豊中亀岡線

30分100円

みのお本通り商店街

24時間営業

箕面駅

が便利です

駅前第2駐車場

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150種以上！
取扱店はこのタペストリーやのぼりが目印！

橋本亭フランエレガンYUZUYAから

おいしい逸品が増えました！
YUZUYA
フレンチドレッシング

実生ゆずを贅沢に加えたシェ
フこだわりの逸品。爽やかな
酸味と豊かな香りで、いつも
のサラダがグレードアップ！

YUZUYA
ステーキソース

醤油ベースに実生ゆずやリンゴ
などを 加えた 特 製ソース。ス
テーキやハンバーグなどお肉
料理にピッタリな逸品。

新規登録も受付中です！
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

8月のラジオ番組ガイド
●植田洋子とTea For Two
ON AIR▶第1・3・5水曜15時ほか
8月 4日
（水）谷上裕二さん（画家）
8月18日
（水）横山亜美さん（箕面バイオリン大使）ほか
●ガンバ大阪インフォメーション
ON AIR▶日曜10時10分ほか
8月1日〜29日
（日）大黒将志さん
（アカデミーストライカーコーチ）
●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
8月12日
（木）牛尾知雄さん
（大阪大学工学研究科電気電子情報通信
工学専攻センシングシステム領域教授）、
和田有希さん（同助教）

新番組 健康はお口から！
qtoD6
I
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！
ON AIR

8月3日・10日・17日・24日・31日
10:45・16:10・19:30・翌朝7:05（各回15分）

進行：箕面市歯科衛生士 永井靖美さん、中川晶子さん
8月のテーマ・ゲスト
オーラルフレイルについて
言語聴覚士 樺元大輝さん、ピアノ伴奏 伏下敦子さん

第599回

大ホール

※まん延防止等重点措置期間中は公開放送を中止し、
スタジ
オから放送します。

8月はアンコール放送

クラシック音楽などの演奏に適した高い音
響性能と、
さまざまな演出に対応する舞台設
備を備えた、臨場感のあるホールを実現。
ホール内は、箕面大滝がデザインモチーフ
に。4色に色分けされた客席は紅葉が表現さ
れています。

懐かしい歌
を
一緒に
歌いましょう
！

▼箕面小PTAコーラス有志
8月2日・31日♪高校三年生
8月3日♪真夜中のギター
8月4日♪丘を越えて
8月5日♪ブルー・シャトー
8月6日・30日♪この広い野原いっぱい
▼スパイシーマム
8月9日♪長崎の鐘
8月10日♪ムーン・リバー
8月11日♪魅惑の宵
8月12日♪河は呼んでいる
8月13日♪すみれの花咲く頃
8月16日♪南国土佐を後にして
8月17日♪ここに幸あり
8月18日♪旅情
▼ロマンスガイズ
8月19日♪上を向いて歩こう
8月20日♪見上げてごらん夜の星を
▼ハミングバード
8月23日♪涙そうそう
8月24日♪愛燦燦
8月25日♪小雨降る道
▼ハミングバード＆ロマンスガイズ
8月26日♪浜辺の歌
8月27日♪瑠璃色の地球

計1401席
1階935席、
2階466席

MINOH THEATRE FOR THE PERFORMING ARTS

船場地区の新たな文化国際交流の拠点として、船場図書館、船場生
涯学習センターに続き、文化芸能劇場がオープンしました！
北大阪急行線開業（令和5年度(2023年度)予定）後は「箕面船場阪
大前駅」と直結したホールになります。

計300席

小ホール

音楽演奏にも適したシューボックス型。竹材を縦横に
編んだ壁面にも、
「箕」
と
「繊維」が表現されています。
全ての座席に収納式のテーブルも。

文化芸能劇場への期待を伺いました！
劇場のピアノの選定にも関わられました！
箕面左手のピアニスト大使

智内威雄さん

藤村麻紀＆西田まことSuper Duo
ジャズやポップスを中心に、
どなたでも聴きなじみのある曲たちを「異次
元からのボーカリスト」藤村麻紀と、名手西田まことによるデュオでお楽
しみいただきます。あなたが聴きたかったのは、きっとこんな歌だった。
日時：2021年8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：藤村麻紀（ボーカル）、西田まこと(ギター)

劇団「すずしろ」

オープニングイベントに参加！

『煙が目にしみる』

どなたでも
ご鑑賞いただ
けます。

箕面シニア演劇大使 劇団
「すずしろ」秋田啓子さん

8月21日(土)11:00日本語版、14:30英語版

新しい劇場でお芝居できること

オープニングイベントin文化芸能劇場

響きに満ちた素晴らしい音響空

Monthly国際交流コンサート

間が、
駅前にあると思うだけで豊か

を光栄に思っています。
外装も内装

な気持ちになりますね。
ピアノもと

もとても素 晴らしく、3 0 0 席 の 小

ても良い状態です。
小ホールは音

ホールは市民の表現の場として使

楽にもとても適したホールだと思

いやすい広さです。客席から舞台

います。
名の通り多彩な舞台芸術、

が見下ろせて、お客さんは見やす

PERFORMING ARTSの発信地にな

いだろうなと思います。

Youtubeライブ配信！

Youtube シニア劇団
「すずしろ」ちゃんねる

りそうです。
今から楽しみです。

※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)

箕面の地名に由来する農具の
「箕」
と、船場エリアを象徴する
「繊維」
をモチーフにした外観。

！
計700人無料招待

オープニングイベントin 文化芸能劇場第2弾開催決定！

9月25日(土)14:00 大ホール

10月16日㊏ 14:00 小ホール

アンサンブル・アルモニ

〜クラシックから日本のうたまで〜
〜癒やしのメロディ〜
［出演］
林はるか
（チェロ）
、
林そよか
（ピアノ） ［出演］
吉岡邑玲
（バイオリン）
、
［司会］
関純子
（関西テレビアナウンサー）
弦楽合奏団 アンサンブル・アルモニ
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新御堂筋

箕面が生んだ姉妹音楽家

新船場北橋

新船場南橋

線

箕面駅前第一駐車場・駐輪場
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箕面・船場 に
箕面市立文化芸能劇場 が
オープン！

箕面山七日市のご来場には、

●箕面市茶華道文化連盟 市民茶会
日時：8月29日
（日）
14時
場所：箕面市立グリーンホール2階大会議室
テーマ：
「日本六古窯信楽焼の伝統を継承して」
講師：上田直方さん
（陶芸家）
定員：50人
（申込順）料金：500円
（資料代）
申込・問合せ：8月15日(日)までに同連盟へ電話またはFAX
☎090-8205-8439、
℻072-724-2908

AUG

8月1日

※8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

8

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
8月 7日(土) みのおこども文化体験フェア「ラジオ放送」参加者
8月14日(土)「令和2年度夏の成人祭」成人代表のかた
8月21日(土)「みのおキッズシアターwith末成映薫」
出演のみなさん
8月28日(土) 澤村修さん（箕面観光ボランティアガイド）

原
豊
中

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。

後援・協賛イベント
●Maple Friday Jazz Concert vol.22
日時：8月20日(金)18時30分
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）
、
小林充
（A-sax）
、
河合鉄兵
（Ba）
、
井波大輔
（Dr）
料金：前売2000円、当日2200円、大学生以下1,000円（全自由席）
問合せ：箕面市メイプル文化財団 ☎072-721-2123

N

野

日時：8月7日(土)10時〜
場所：阪急箕面駅周辺商店街、滝道

市
道
小

箕面山七日市

箕面市立
文化芸能劇場
箕面市船場東3-10-1
☎072-726-3000

阪急バス
「新船場南橋」

千里中央

箕面ポータルサイト
「みのおどっとネット」

https://minoh.net/

