ろ

４月訪

を席 指定Ｓ
席１ 万８０
００ 円他の
席種 は完売

２０１ふ
胡日 新９ ズ化附

朝日 新聞 社ほか

芸術 とし ての 書を 創造・
発表 する こと を目 的とし
て︑ 毎年 恒例 のを 日本 書展
が大 阪市 で開 催さ れま す︒
独創 的な 作呂 を多 数展 示し

︵入場無 Ｍ︶

１３ 回一 日本 ｌｌ

団︑

主催

◇チ ケッ トほ 売・問い 合わ
同ホ ール チケ ット セッ
１︵ ０６ １６２３ １ぬ ２
２１ ＝狛 待〜 招待︶
ー−

第酊 回大 ＳＩ Ｉフ ェス ティ バル ２０ １９
パー ヴォ ーヤルヴ ィ指揮
エス トニ アー フェ ステ ィバ ル管 弦楽回

世界 的指 揮者 ︑パ ーヴ オー
ヤル ヴィ ＝χ 真上＝ 率いる
エス トニ アー フェ ステ ィバ
ル管 弦楽 団の 初来 日公 演で
五嶋 みど り＝ 同下 ｎの
す︒

き・とこ

独奏 によ るシ ベリ ウス のバ
イオ リン 協奏 おと ︑人 気の
高い シペ リウ スの 交響 曲第
２番 ︑ほ かに ベル トと トウ
ール の作 品を 演奏 しま す︒

◇と

２夕せ

き

Ｖ３
日い

３日

ます ので ︑是 非ご 来場 くだ

◇と

さい︒
︵日︶招 持〜 Ｕ時 ワ同４
日︵ 目い︶加 持〜 ８持 ※表
彰式 は３ 日ｍ 時の 予定
◇と ころ 大阪 国際 交流
セン ター ︵近 鉄・ 上本 町駅
徒歩 約６ 分︶ ※た だし︑
表形 式は シテ ィプ ラザ 大阪
にな ります
◇出 品物 漢字 ︑仮 名︑

７２
２一
｀

一く

心
Ｉネ
・Ｉ
Ｊｔ
装・

調和 体︵ 漢字 仮名 交じり
体︶ ︑現 代書 ︵書体自 力︑
前衛 晝な ど︶
◇問 い合 わせ 日本 書芸
術振 興団 ︵０ ６・ ６２６
４︶

主催 特定
非営 利活 動法
本書芸

大日
縦振 興団

後援 朝日
新聞 社ほか

大阪 ウォ ーキ ング連合
なに わの観梅
横へ 横へ と手 入れ され

大ほ 城梅 林は ︑低 く低
く︑

お店 をご 案巾 し︑ 特に 小龍
し︑ 現地 日本 語ガ イド 有り
台湾 の六場グ ルメＳＩ の旅
包は 数店 を食 べ巡 り︑ 自分
◇そ の他 最少 催行 人数
３日 間の ご紹介
好み のお 店を 発見 して いた ８人 ︑限 定ｎ人※ ツアー
台湾 ツア ーの あり ふれただ きま す︒
の旅 行条 件の ぷ準 日は ２月
食事 に満 足で きな かっ た経
◇と き・とこ ろ ４月招
１日 現在
験の ある 方必 見！
日︵ 土︶ 出発
※２ 泊３
◇問 い合 わせ この 広告
台湾 旅行 汕回 以上 の経験
日︑ 台湾 滞在 ︑関 ２発着
では 串込 を受 け付 けて いま
を持 つナ ビゲ ータ ーが ︑日
︵別便成 ︱発 着組 と現 地で
せん ので ︑朝 日旅 行︵ 観光
本人 の味 覚に あっ たお 店だ 合流 予定︶
庁長 官ｎ 録旅 行業 第Ｆ 号︑
けを 厳選 し︑ 朝昼 夜す べて
◇旅 行代金１ 人い 八万６ ０６ １６ ３４ ５１ １４４
の食 事を ご案 内し ます ︒水 ００ ０口 ︵２人︱ 室︶ ※別
７︶ に直 接お 問い 合わ せく
船包 ︑豆 乳︑ 台湾 パッ ︑お
き︑ 燃油 サー チャ ージ
︵約 ださ い︒ イン ター ネッ トで
粥︑ 水餃 子︑
９６ ００ 円︶ ︑関 西空 港施
のご 予約 も可 能です
台湾 野 菜 ︑
設利 一料 ・保安税 およ び現
旅行 企画 ・実施 朝日旅
麺︑ デザ ート
地空 港税 ︵約５８ １０ ｍ﹁﹂ 行
など など ︑本
必要 １１ 大部 屋利 ｍ追加
イベ ント 企画
新版
当に 美味 しい
料金 有り ︑添 乗異 国内無
後援 朝日 新聞社

つ橋 線・ 肥後 橋ｙ ほか下

−■
−・

新
聞

日︵ 日︶ 插時 Ｍ演 ︑フ ェス
ティ バル ホー ル︵ 地下 鉄回

７

日

ます︒

てい るのが
特長 です︒
小さ くて愛
らし い梅の
花を 楽しめ

◇と き・ とこ ろ ３月２
日︵ 土︶ Ｄ時 ︑扇 町公 園集
合︵ ＪＲ ・天満ｒ 徒歩 約５
分︶ ︑雨 天決 行︑ 荒天 中止
◇行程め ｍ／ ︒扇 町公
園〜 大阪 天満 宮〜 大阪 城梅
林上 両津 宮〜 鶴橋駅
◇参 加費 ５０ ０Ｒ ︵傷
害保 険料 ・資料代 等含 む︶
◇回 い合 わせ ０７ ２・
８０ ５・ ００ ０２ ︵平日Ｄ
時〜 挧時︶
主催 大阪 ウォ ーキ ング
連合
後援 朝日 新聞社

︵

９日 カル チャ ーセ ッター
９日 ＪＴ Ｂ・ さ︵流︷ ｔＳ

■カ リグ ラフ ィー ー日体
験＝ 中之 島教 室︵ ０６ ・６
２２ ２・ ５２ ２２ ︶２ 月認
日︵ 木︶ ｂ時 〜ｍ 時３ 分︒
専ｍ ⁝ペ ンで 美し いイ タリッ

ク体 を書 き︑ バー スデー
カー ドに 仕上げ
ます ︒木 作輝代
２４ ０円
リ

ｄ

︵会員３ ０２４

７ふ ろ３

ら円

４ｔ

︶︑ 教せ 費２
００円
■痛 み治 療の 最前 線＝中
之島 教室 ３月 ２日 ︵土︶
ｍ時 丿分 〜ｎ 時︑ 会場 は大
阪大 学中 之島 セッ ター ︵大
阪市 北区 ︶︒ 肩︑ 腰︑ 膝な
どの 長引 く痛 みに 対し て︑
体に 負担 の少 ない 治療 法を
紹介 しま す︒ 松ｍ 陽一 氏︒
会員 ・一 Ｒと も１ ６２ ０Ｒ

表示 価格 ︵か な︶ は税 八み です︑
おき りい ただ いた 個人 情報は
主催 者が 適り に管 Ｗし ます︑

