
●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5日～26日(日) 佐藤瑶大選手（DF18)

●植田洋子とTea For Two
ON AIR▶ 第1･3･5水曜15時ほか
2月  1日(水) 井垣厚子さん（「孫に伝えたい私の50年お節」出版） 
2月15日(水) 石川のり子さん（プロデューサー）

●まちのラジオ　大阪大学社学連携事業（ゲスト）
ON AIR▶ 第2木曜午後2時ほか
2月9日(木) 坂田絵理子さん、山本典子さん（同大学

附属図書館箕面図書館課図書職員）

2月のラジオ番組ガイド

●Maple Afternoon Jazz Concert vol.13
日時：2月3日(金)14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（Vo,Pf）、時安吉宏（Ba）、伊波大輔（Dr）
料金：前売2,000円、当日2,200円、大学生以下1,000円、

小学生以下無料(全自由席)
問合せ：箕面市メイプル文化財団 TEL072-721-2123
●第18回 全国青森県民謡コンクール
日時：2月25日(土)11時～
●第20回 全国津軽三味線コンクール
日時：2月26日(日)10時～
いずれも
場所：箕面市立メイプルホール大ホール
料金：前売2,500円、当日3,000円、市民特別料金2,000

円（全自由席）
問合せ：箕面市メイプル文化財団 TEL072-721-2123

後援・協賛・関連イベント

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（QRコード）をご覧ください。 

日時：2月7日（火）10時～
場所：阪急箕面駅周辺商店街、滝道

掲載している情報は1月26日（木）現在のものです。

EVENT & PROGRAM

問合せ：箕面FM まちそだて事業部 TEL 072-724-5151

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

府
道
豊
中
亀
岡
線

箕
面
駅

駅前第2駐車場

駅前第１
駐車場・駐輪場

サンクス
みのお

サンプラザ
1号館

サンプラザ
2号館

府道箕面池田線

み
の
お
本
通
り
商
店
街

ラジオ公開生放送＆公開録音
●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  4日(土) 演劇「僕の妹サディ」出演者
2月11日(祝) 西南小校区こども会
2月18日(土) 箕面観光ボランティアガイド 萬野修三さん
2月25日(土) ｢第16回みんなでつくる地域の安全安心

マップコンテスト｣優秀賞 武藤七菜さん

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

進行：永井靖美さん（箕面市歯科衛生士） 

「健康長寿フォーラムin箕面」での公開録音から
ジャズシンガー・永田カツコさん、つぐめさんによ
る口腔機能向上を目的とした歌やお口の体操　     

ON AIR

2月のテーマ・ゲスト 

2月7日・14日・21日・28日

毎月7日はお得なお買物の日
100円キャッシュバックキャンペーン
箕面山七日市加盟店で総額1,000円分のお買い物
をすると、100円をキャッシュバック！
時間：10時～14時
受付場所：みのおサンプラザ1号館西口
※イベント当日のレシートまたは領収書を
お持ちください ※1人1回限り

みのおサンプラザ1号館地階「インフォメーション
センターみのおたうん」にある箕面の自然や歴史
などの展示情報について「＃箕面を世界に発信し
よう！」を付けてツイッターで投稿いただいたかた
の中から抽選で10人にプレゼントします。
※プレゼント内容や投稿方法など詳しくは会場に
あるパネルでご確認ください。

箕面観光ボランティアガイド オープンハイキング
～役行者を訪ねて～
伝説の修験者・役行者（えんのぎょうじゃ）昇天の地
などをめざします。（11㎞。健脚向け。雨天中止）
日時・集合：2月4日(土)9:40阪急箕面駅前集合
持物：山歩きに適した服装・靴、雨具、弁当、飲み物など
参加費：無料
☆23日(祝)は「八天石蔵（二明王・二天）巡り」コースを開催
問合せ：箕面 交通・観光案内所 TEL 072-723-1885

問合せ：箕面FM まちそだて事業部 TEL 072-724-5151

投稿期間２月７日㊋まで
＃箕面を世界に発信しよう！
Twitter キャンペーン

箕面逸品詰め合わせプレゼント！

「インフォメーションセンターみのお
たうん」についてはQRコード

2月1日・16日♪いちご白書をもう一度　
2月2日・17日♪瑠璃色の地球
2月3日・20日♪ホール・ニュー・ワールド
2月6日・21日♪世界の約束（映画「ハウルの動く城」）
2月7日・22日♪もののけ姫
2月8日・23日♪君をのせて（映画「天空の城ラピュタ」）
2月9日･24日♪地球星歌～笑顔のために～
2月10日♪HEIWAの鐘
2月13日♪この星に生まれて
2月14日・27日♪光の中へ
2月15日・28日♪風になりたい

2月は、Orioto

懐かしい歌を
一緒に

歌いましょう！

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)

濱明子＆中川由美子 Tea for two
出演：濱明子（Vo）、中川由美子（Pf）
あなたとわたし2人でお茶を。何気ないひとときが一番
好き。JAZZのスタンダードをあなたに。濱明子と中川由
美子のデュオで優しい時間をお届けします。
日時：2023年2月19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

第617回
Monthly国際交流コンサート

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➡
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地震、豪雨、台風など、
災害時は箕面市の緊急情報を
繰り返し放送します。

箕面の冬の新たなイベント「箕面の森 Winterプロムナード」が開催されます。
期間中は、箕面大滝のほか、瀧安寺や滝道各所、西江寺などがライトアップ！
２月11日(祝)には瀧安寺前広場でバレンタインコンサートなども行われます。
みのおエフエムも公開生放送します。

箕面大滝・箕面公園ライトアップ

プロジェクションマッピング
2月11日㊗ 日没～20:00 ※雨天中止。

瀧安寺を舞台に、箕面の四季を感じさせるプロジェ
クションマッピングを上映。

時

バレンタインコンサート
2月11日㊗ 17:00～18:50

ジャズ、ポップスのコンサート、光の科学実験ショーほか。カル
ピスやチャイ、ワインなどのホットドリンク販売ブースもあり。

●山田善春先生の
　光の科学実験ショー 

●Hiroki Ishida "trio of trinity"（ジャズ）

●イマニシユカ
（シンガーソングライター）

●滝ノ道ゆずる＆モミジーヌ登場
●バレンタインメッセージタイム

Pf. & Vo. 石田ヒロキ  Ba. 甲斐正樹  Dr. 伊波大輔

時

バレンタインビッグハートとムーンのフォトスポットな
ど、冬の森をイルミネーションで演出。

バレンタインイルミネーション
2月11日㊗・12日㊐日没～21:00時

「箕面晩ごはんMAP」は、箕面市観光協会
ホームページ（QRコード）からもご覧いた
だけます！

滝道沿いや箕面駅周辺に
は、おいしい「晩ごはん」を
提供するお店がいっぱい！
そんなお店の情報を集め
て、ギュッと凝縮したのが
「箕面晩ごはんMAP」です。
箕面 交通・観光案内所な
どに設置しているので、夜
の箕面観光にぜひ役立て
てください。

｢箕面晩ごはんMAP」でお店選び！
いただきます！

Happy Valentine'sHappy Valentine'sHappy Valentine'sHappy Valentine'sHappy Valentine's
Radio

ラジオ公開生放送

２月11日㊗～３月12日㊐の土・日曜 祝日　日没～21：00

・ほっとカルピス®
　（アサヒ飲料株式会社）
・ホット紅茶、ホットチャイ
　（WORLD CONNECT COLA）
・ホットワイン、スープ
　（MON POTE）

ホットドリンク
販売ブース

2月11日㊗・㊏ 17:00～18:50
場所：箕面公園 瀧安寺前広場

ハッピーバレンタインズレディオ

当日先着
100名様

協賛：アサヒ飲料株式会社

滝ノ道ゆずる
ステッカーズ

2/11（祝）17:00
～

Present! プレゼント

  カルピス
デザインコースター

協力：箕面商工会議所青年部

※ステージイベント
　は雨天中止。




