2018

2・3月カルチャーインフォメーション
東リ いたみホール 伊丹アイフォニックホール アイホール 美術館 工芸センター 伊丹郷町館 柿衞文庫
ラスタホール きららホール 公民館 図書館 ことば蔵ギャラリー 博物館 こども文化科学館 女性・児童センター サ
ンシティホール 昆虫館 神津福祉センター 中心市街地 などで実施する主な事業を載せています

東リ いたみホール

伊丹市宮ﾉ前1-1-3 火曜休館（祝休日の場合翌日休館）
http://hccweb1.bai.ne.jp/itamihall/
℡ 072-778-8788

「最新イベント案内のメール配信サービス」を行っています。
配信をご希望の方はホームページのトップページにある登録案内をご覧ください。
2/4（日）

伊丹市民オペラ 『セヴィリアの理髪師』 プレトーク

14:00～

3/25(日)の本公演に先駆け、演出家の井原 広樹氏によるわかりやすい解説
と、本公演キャストによる豪華ミニコンサートをお届けします。
解説：井原 広樹(演出家) 出演：西影 星二(ｱﾙﾏｳﾞｨｰｳﾞｧ伯爵)、高谷 みのり
(ﾛｼﾞｰﾅ)、大谷 圭介.(ﾌｨｶﾞﾛ) 他 ピアノ：殿護 弘美

2/16（金）
18:30～

Wspólny Recital vol.2 ショパンからの贈り物～美しい名曲を映像や
お話とともに～

入場料：1,500円（伊丹アイフォニック
ホールで本公演のﾁｹｯﾄとの同時購入
に限り1,000円）。要予約。全席自由。
会場：B1F多目的ホール。☆
問合せ:伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ(780-2110)
1,000円。全席自由。
定員150名。B1F多目的ホール。☆

ショパン音楽大学のセミナーで学んだピアニスト野澤滋美、村上裕亮による演
奏会。
2/17（土）
[第1部]10:00～
[第2部]14:00～

村重交流カフェ「荒木村重」対談 天理大学准教授・天野忠幸さんと
荒木村重子孫・荒木幹雄さんによるトーク会

2/17（土）
11:00～

0歳からのコンサート ピアノ連弾で色んなジャンルの曲を楽しもう！ 500円（3歳未満無料）。全席自由。
定員100名。B1F多目的ホール。
～クラシックからディズニー、ジャズ、タンゴ、童謡など～

[第1部]信長の重臣に成り上がる [第2部]信長から離反し挙兵する

各500円（村重コーヒー付き）。要申
込、先着順。
定員各回50名。3F大会議室。

[予定曲目]くるみ割り人形、Let It Go、リベルタンゴ、他
2/17（土）
15:00～

夙川ギターアンサンブル クラシックギターコンサート

2/18（日）
10:30～

大人1,000円、子ども（4歳以上）500
0歳から楽しめるクラシックコンサート。スカルラッティ、ショパンなどのソロ曲の 円。
全席自由。定員150名。B1F多目的
他、リベルタンゴ等の連弾曲を演奏。
ホール。
要予約（定員あり）。3F大会議室（無
遊ぼう！こどもデジタルアート広場
有料ワークショップ「初めての電子工作 キラキラ光るペンダント」の他、無料 料）。3階プレイルーム（各1,000円）
有料ワークショップは小学生以上対
コーナー「体全体で演奏♪エアドラム」「触って演奏!?野菜ピアノ」なども。
象。
懐かしのフォーク＆ポップスコンサート～Going Back To 1960-70～ 全席自由（整理券なし）。定員100名。
B1F多目的ホール。
トワエモア、かぐや姫、ビートルズなどの曲をお楽しみください。

2/18（日）
13:00～16:00
2/18（日）
15:00～

[予定曲目]花は咲く、トワンゴロジー、他

500円（3歳以下無料）。全席自由。
定員120名。B1F多目的ホール。

親子で行くピアノ世界旅行コンサート

2/24（土）
19:00～

マジェスティックジャズオーケストラによるスペシャルコンサート

3/2（金）
14:00～

500円。全席自由。定員180名。
ドイツ語で“色”を意味する「ふぁるべ」。箏、尺八などの和楽器が色とりどりの 3歳以上から入場可。5歳以上有料。5
歳未満のお子様は、膝上鑑賞の場合
音色を奏でます。日本人の心に響く音楽を、ワンコインでお楽しみください。
無料。6F中ホール。
桂米朝一門 いたみ寄席 ～座敷で楽しむ、生落語～
前売1,800円（当日200円増）
出演は、桂 米輔、桂 宗助、桂 米紫、桂 鯛蔵、桂 團治郎。
会場:4F大和室。全席自由。☆

3/15（木）
18:30～

[予定曲目]A列車で行こう、シャイニーストッキングス 他

無料。全席自由。申込不要。
当日直接会場へ。1Fエントランス。

邦楽あんさんぶるグループ ふぁるべ ワンコインコンサート

3/17（土）
17:00～

相川七瀬LIVE2018「The Rock Goes On」

3/25（日）

第32回伊丹市民オペラ定期公演 『セヴィリアの理髪師』

14:00～

G.ロッシーニ作曲（全2幕・イタリア語上演・日本語字幕付）
指揮：加藤 完二 演出：井原 広樹 合唱指揮：岩城 拓也
出演：西影 星二(ｱﾙﾏｳﾞｨｰｳﾞｧ伯爵)、高谷 みのり(ﾛｼﾞｰﾅ)、萩原 次己(ﾄﾞﾝ･ﾊﾞﾙ
ﾄﾛ)、大谷 圭介.（ﾌｨｶﾞﾛ)、片桐 直樹(ﾄﾞﾝ･ﾊﾞｼﾞﾘｵ)、田中 留美子(ﾍﾞﾙﾀ) 他

「夢見る少女じゃいられない」「恋心」「Sweet Emotion」などの代表曲から、最
新アルバムの楽曲まで、ヒット曲の数々をぜひお楽しみください。

前売5,500円（当日500円増）
全席指定。3歳以上有料。大ホール。

前売 S席：完売、A席：5,000円、
B席：3,500円 （当日各500円増）。
いたみっこ席：1,000円（諸条件有）。
全席指定。大ホール。☆
問合せ:伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ(780-2110)
3/31（土）18:00～
FINAL LEGEND Ⅵ-THE CHOREOGRAPHY HALL OF FAME Tour- プレミア席：8,300円
4/1（日）
S席：6,800円
関西公演
11:30～/16:30～
日本が世界に誇る作品コンテスト『Legend Tokyo』の歴代受賞作が集う究極 A席：5,300円
全席指定。大ホール。☆
のダンス・エンタメ舞台公演『FINAL LEGEND』が伊丹にやってきます！
2/16（金）～2/18（日）の催しは「DOING！DOING！2018～東リ いたみホール市民企画公募事業～」参加企画です。
☆の公演につきましては、未就学児のご入場はご遠慮ください。又、前売券完売の場合、当日券はございません。

伊丹アイフォニックホール

伊丹市宮ﾉ前1-3-30 水曜休館（祝日の場合翌日休館）
http://hccweb1.bai.ne.jp/aiphonic/
℡ 072-780-2110

「最新イベント案内のメール配信サービス」を行っています。
配信をご希望の方はホームページのトップページにある登録案内をご覧ください。
2/19（月）
19:00～

文化サロン"話題探訪" トーク＆コンサート
｢大草原に伝わるモンゴル音楽｣

2/24（土）
14:00～

伊丹シティフィル・サロンコンサート vol.17
～もくご（木管五重奏）の名曲、聴いてみない？～

2/25（日）
14:00～

田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズ in 伊丹 vol.76
哀しみのモーツァルト～アンサンブルグランツとともに～

受講料：1,500円

ユネスコ無形文化遺産にも登録されているホーミー、横笛リンベ、馬頭琴など
のモンゴルの音楽は、広大な大自然の中で生まれ、伝承されてきました。
楽器の仕組みや、モンゴルの暮らしの解説とともに演奏をお楽しみください。
講師：マハバル・サウガゲレル（ホーミー・リンベ奏者）
入場料：500円 【全席自由】☆

楽しいリズム、思わず口ずさみたくなるメロディー、心に響くハーモニー…
簡単な楽器解説も交えて、大人の音楽を愉しむ、1時間プログラム。
演奏：ねこふす＠もくご （フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・ホルン）

一般:3,000円、学生（小学生以上）・シ
ルバー(60歳以上):2,500円、子ども（4
歳以上）:1,500円
[予定曲目]オール・モーツァルト・プログラム
幻想曲 ハ短調 kv396（ピアノソロ）、ピアノ協奏曲 第20番 ニ短調、ピアノ協奏 全席自由。（4歳未満のお子様のご入
場はご遠慮ください。）
曲 第24番 ハ短調
[出演]田尻洋一（ピアノ）、アンサンブルグランツ
☆の公演につきましては、未就学児のご入場はご遠慮ください。又、前売券完売の場合、当日券はございません。

アイホール

伊丹市伊丹2-4-1 火曜休館
http://www.aihall.com/
℡ 072-782-2000

「最新イベント案内のメール配信サービス」を行っています。
配信をご希望の方はホームページのトップページにある登録案内をご覧ください。
2/9（金）19:30
2/10（土）14:00
19:00
2/11（日・祝）14:00

ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演 オイスターズ『君のそれはなんだ』

【日時指定・自由席】
一般3,000円
25歳以下1,500円
高校生以下1,000円
（前売・当日とも）
2/22（木）19:30
【日時指定・自由席】
現代演劇ﾚﾄﾛｽﾍﾟｸﾃｨｳﾞ AI・HALL+内藤裕敬『二十世紀の退屈男』
2/23（金）19:30
時代を画した現代演劇作品を、関西を中心に活躍する演劇人によって上演す 一般3,500円
2/24（土）14:00・18:00 る「現代演劇ﾚﾄﾛｽﾍﾟｸﾃｨｳﾞ」。今年は南河内万歳一座の内藤裕敬が自身の初 25歳以下2,800円
2/25（日）14:00
期代表作を気鋭の俳優たちと新たに創り上げます。六畳一間に暮らす青年の （当日各500円増）
2/26（月）14:00
孤独をﾀﾞｲﾅﾐｯｸに描いたｴﾈﾙｷﾞｯｼｭな舞台をお楽しみに。
3/3（土）19:00
【日時指定・自由席】
ＡＩ・ＨＡＬＬ自主企画
前売1,800円
演劇ラボラトリー 空晴プロジェクト『何度でも、もう一回。』
3/4（日）12:00・16:00
関西の人気劇団「空晴」・岡部尚子が手掛ける演劇作品に、演劇ラボラトリー 当日2,000円
受講生が挑戦。田舎の家の広間に集まる親戚たちの物語から、人と人との繋
がりや家族の在りようを描きます。20～70代の男女16名で送るハートウォーミ
ングなコメディをお楽しみに。
3/8（木）19:00
【日時指定・自由席】
ＡＩ・ＨＡＬＬ共催公演 ハイバイ『ヒッキー・ソトニデテミターノ』
3/9（金）14:00★・19:00 岸田國士戯曲賞や向田邦子賞を相次いで受賞し、TV、演劇の双方から注目 一般前売3,500円（当日4,000円）
3/10(土)14:00
を集める劇作家・岩井秀人率いる劇団「ハイバイ」。岩井がPARCO劇場に書 学生3,000円（前売・当日とも）
★終演後、アフタートー き下ろし、韓国でも翻訳上演された話題作をお届けします。「ひきこもり」を
クを開催。
テーマに、生と死を見つめたビターテイストな作品をお楽しみに。
3/16（金）19:30
【日時指定・自由席】
ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演 空の驛舎『かえりみちの木』
前売3,000円（当日3,300円）
3/17（土）14:00・18:00 関西の実力派劇作家・中村ケンシが書き下ろした新作を上演。
とある地方で神木とされる一本の巨木。そこに集まる人々の姿を通して、流転 22歳以下2,000円、
3/18(日)11:00・15:00
高校生以下1,000円（前売・当日とも）
の激しい現代社会の生き難さと、それを乗り越えて生きていく希望を描きま
す。
3/27（火）9:30
入場無料
ＡＩ・ＨＡＬＬ自主企画
3/28（水）9:30

『アイフェス!!2018(ＡＩ・ＨＡＬＬ中学高校演劇フェスティバル)』

名古屋の実力派劇団がお送りする新作。三十歳・無職の僕は、｢魔王を倒す
旅に出たい｣と言い出したおばあちゃんと一緒に出かけることになるが…。不
条理な状況に追いつめられる人間を描き、シュールな笑いを誘う"脱力系会
話劇"をお楽しみに。

市内の中学・高校の演劇部が自信作を上演。 熱気溢れる中高生たちによる
「演劇の祭典」をお見逃しなく！

美術館
開催中〜2/25（日）

3/3（土）〜18日（日）

伊丹市宮ノ前2-5-20 月曜休館（祝日の場合翌日休館）
開館時間 10:00～18:00（入館17:30まで）
http://www.artmuseum-itami.jp/
℡ 072-772-7447

一般 300（240）円
パリの都市生活を活写した19世紀フランスの画家オノレ・ドーミエの所蔵作品 大高生 200(160)円
から、面目躍如たる人物表現がみられる風俗風刺画約100点を紹介します。 中小生 100(80)円
( )内は20名以上の団体割引料金
入場無料
創立30周年記念 伊丹市芸術家協会展
協会会員による絵画（洋画・日本画）、彫刻、工芸、書、写真、ﾃﾞｻﾞｲﾝを展示。

COLLECTION2 しかめっつら ～ドーミエ流パリっ子図鑑〜

伊丹市宮ﾉ前2-5-28 月曜休館（祝日の場合翌日休館）
開館時間 10:00～18:00（展示室の入館は17:30まで）
http://mac-itami.com/
℡ 072-772-5557

工芸センター
開催中

「張英蘭 韓国刺繍コレクション展 」
「身のまわりの韓国刺繍アクセサリー展」

場所：伊丹市立工芸センター

3/3（土）～3/25(日）

「NEO JEWELLERY～伊丹ジュエリーカレッジ修了生による新提案」

場所：伊丹市立工芸センター
入場無料

3/10(土)14:00～

伊丹に関わりのある作家を紹介する“伊丹ゆかりのクリエイター”シリーズ。
今回は、伊丹ジュエリーカレッジ修了生が、従来の概念を覆す新たなジュエ
リーを提案します。
「ギャラリートーク」出品者による作品解説

～2/25（日）

2/24（土）11:00～
2/10（土）～2/18（日）

3/3（土）～3/25（日）

企画展示室・展示室B
張英蘭氏が収集されてきた韓国の伝統刺繍作品約200点を紹介。また展示室
入場無料
Ｂにて張英蘭氏と9名の梨花女子大学校OGによる刺繍作品展を同時開催し
ます。両展を通して韓国の美しい刺繍文化に触れてみてください。
場所：伊丹市立工芸センター
ギャラリートーク「韓国刺繍コレクションについて」
講師：張英蘭 （水原大学校教授）
入場無料
場所：旧石橋家住宅1階
伊丹郷町クラフトショップ「棚卸しセール」
年に1度この時期だけのセールを開催します。一般の方は2割引、工芸クラブ
会員は3割引です（一部除外品あり）。皆さまのご来店をお待ちしております。

場所：伊丹市立工芸センター
工芸センター内の伊丹ジュエリーカレッジで学ぶ受講生たちの作品展です。1 企画展示室Ｂ
年間の集大成をご覧ください。伊丹郷町クラフトショップでは、3/7(水)から｢“伊 入場無料
丹”をテーマにしたジュエリー｣の販売も！
受講料：640,000円/年
伊丹ジュエリーカレッジ 第19期生募集中！
ジュエリー制作の基本的な技術とデザインを学び、プロの作家やデザイナー 年間約200日(自習日含む)
申込受付中 定員：15名
を目指す学校スタイルのカレッジです。是非一度見学にお越しください。
受講料：16,000円
陶芸講座 「色化粧～春にむけて華やぐ器つくり～」
（会員12,800円）
開講中～3/21（水・祝） 水曜日 全8回 13:30～16:00（2/21、28は休講）
その他土代・焼成代別途必要
講師：清水 一二（陶芸家）
色化粧土を使って、釉薬とはひと味違った華やかな器を作ってみませんか？
受講料：24,000円
型染講座 「パターンの楽しさを知る」
（会員19,200円）
開講中～3/23（金） 金曜日 全8回 10:30～16:30（2/23は休講）
材料費 3,000円
講師：北里 美絵子（型染作家）
型染の基本を学びながら、オリジナル「型紙」を作り、連続させ、素敵な布を染
めてみましょう。
受講料：16,000円
木口木版画講座 「細密技法で表現するモノクロームの世界」
（会員12,800円）
開講中～3/25（日） 日曜日 全8回 13:30～16:00（2/25は休講）
その他材料費別途必要
講師：齋藤 修（版画家・（社）日本版画協会会員）
細かい図柄を彫れる木口の版木で細密表現を楽しみましょう。

「伊丹ジュエリーカレッジ 第18期生修了作品展」

4月初旬 開講
原則火曜日～金曜日
（土曜日は自習日）
講座受講生募集中！

初心者大歓迎！
年会費：3,000円

伊丹郷町館
3/21（水・祝）
10:30～12:30

伊丹市宮ノ前2-5-28 みやのまえ文化の郷
月曜休館（祝日の場合翌日休館） ℡ 072-772-5959
http://hccweb1.bai.ne.jp/itamihall/zaidan/gotyou.html

「春休み直前！親子で夢を踊ろうワークショップ」
ﾀﾞﾝｽﾕﾆｯﾄ・ｾﾚﾉｸﾞﾗﾌｨｶ＆升田学を講師に迎え、親子向けのﾀﾞﾝｽのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
を開催。あなたの不思議な夢を読み直し、一緒に振り付けて踊りませんか？
出来上がった振付の一部は、5月公演予定の｢夜のことば｣で使用します。

博物館

場所：旧岡田家住宅・酒蔵
参加材料費：500円 定員：10組30名
小4以上のお子さまとその保護者
（大人だけの参加も可）

伊丹市千僧1-1-1 月曜・毎月末日休館
開館時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）
http://www.city.itami.lg.jp/（市公式ＨＰ）
℡ 072-783-0582

開催中～3/4（日）
冬季企画展開催中は
9:00開館

冬季企画展「第42回学習参考展「むかしのくらし」」

3/4（日)
13:00～16:00

あ・そ・ぼ♪「むかしのあそび」

3/17（土)
13:00～17:00
荒天時は18日（日）順
延
3/27（火)
10:00、14:00

街道を歩く会「西国街道その⑤～芦屋から西宮まで～」

入場無料

昭和のはじめから40年代にかけての生活用具を展示し、米づくり・労働・生
活・娯楽などのﾃｰﾏにわけて紹介します。黒電話やそろばんなど当時使われ
ていた道具を実際に手にとって体験できるｺｰﾅｰなども充実。
参加無料。当日直接会場へ

どんぐりごまやわりばしでっぽうを作ったり、ﾍﾞｯﾀﾝ・ｶﾝｶﾝうま・羽つき・お手玉・
おはじきなど「むかしのあそび」で、ご家族やお友だちと一緒に楽しく遊びま
しょう。先着順で作ったおもちゃは持って帰ることができます。
参加料200円（事前申込制、先着順。
芦屋市内を起点に、旧西国街道沿道及び周辺にある史跡や神社にて参加者 定員30名）。
3/1（木）9:00より博物館への電話にて
に解説を行いつつ東進し、西宮市内で解散します（約8ｋｍ）。
申込受付。
参加料100円（事前申込制、先着順。
むかしさがし探検隊21「謎の人物Ｘを探し出せ～ｉｎ博物館」
定員各30名）。
むかしさがしの探検隊の隊員になって、博物館の謎を解いてもらいます。
3/15（木）9:00より博物館への電話に
て申込受付。

伊丹市宮ﾉ前2-5-20 月曜休館（祝日の場合翌日休館）
開館時間 10:00～18:00（入館は17:30まで）
http://www.kakimori.jp
℡ 072-782-0244

柿衞文庫（かきもりぶんこ）
開催中 ～

3/22(木)

一 般 200円(160円)
江戸時代以来、経済・文化とも隆盛であった明治の大阪で、子規門を代表す 大高生 100円( 80円)
中小生 50円( 40円)
る俳人として、関西俳壇に多大な影響を残した二大俳人を紹介します。
（）内は20名以上の団体料金
要申込 聴講無料
ことばを考えるシリーズ26

14:00～15:30

講演「絵手紙とことば」 講師 日本絵手紙協会公認講師 内藤 美穂 氏

小企画展 「明治の大阪が生んだ俳人－月斗と青々」

2/25（日）

講演後、也雲軒塾頭 坪内 稔典 氏との対談があります。
2/17・3/17(土)

かきもり文化カレッジ
○男の句会コース

要申込 （定員30名）

10:30～

講師 山茶花主宰 三村 純也 氏

一

男性限定の句会です 初心者歓迎します。

友の会会員 1回

2/24・3/24(土)

○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む

要申込 （定員50名）

10:30～

講師 神戸大学名誉教授 堀 信夫 氏

一

講師の最新の研究成果を交えながらその魅力を読み解きます。

友の会会員 1回 1,000円

2/2・3/2（金）

○研究コース 坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯

要申込 要資料代

13:30～

講師 俳人 坪内 稔典 氏
俳文学者のみならず、多くの趣味に遊んだ柿衞翁の豊かな人間像を、その著
書・ノート・原稿など様々な角度から明らかにしていきます。

般 1回 1,500円
500円

般 1回 1,800円

2/27(火)

○鑑賞コース

13:30～

直筆で楽しむ－花鳥風月・春

要申込 （定員30名）
一

講師 柿衞文庫館長

友の会会員 1回

岡田 麗

般 1回 1,500円
500円

2/11(日・祝)・3/11(日)

俳句ラボ

要申込

14:00～

講師 杉田 菜穂 氏・久留島 元 氏・塩見 恵介 氏

受講料 一 括

5,000円

1テーマ

2,000円

49歳以下を対象にした若い世代のための若い講師による俳句講座です。

こども文化科学館
★プラネタリウム

伊丹市桑津3-1-36 火・祝日の振替日・番組入替期間休館
http://business4.plala.or.jp/kodomo/ ℡ 072-784-1222

スーパープラネタリウム「MEGASTAR-ⅡB itami」による
関西最多の500万個の星が輝く満天の星空空間を体感しよう！

★プラネタリウム投影時刻
平日
平日（春休み）
土曜
日・祝日

10:00
11:15
△（団体優先）
－
－
○
－
○
ちびっこ
○

13:30
－
○
○
○

15:00
－
－
○
○

＜開館時間＞

○印 レギュラー投影

15:30
○
○
－
－

16:15
－
－

＜入館料＞
大人

400円

トワイライト

中・高校生 200円

○

小学生以下 100円

春休み期間：3/26（月）～4/6（金）
開催中～3/11（日）
3/17（土）～

9:00～17:15
（入館は16:45まで）

プラネタリウム 冬のレギュラー投影「オーロラを見に行こっ♪」
プラネタリウム 春のレギュラー投影「テーマ：世界の星空」

＊ココロンカード持参の児童は
入館料無料

季節ごとの今夜の星空案内と、物語やテーマ解説をお楽しみください。
毎週土曜日 16:15～

プラネタリウム トワイライト投影
音楽とメガスターの星空に包まれる、癒しの時間
2月：すばる ～ラブソングをそえて～ 3月：水星・金星 ～卒業ソング特集～

毎週日曜・祝日
10:00～
2/11(日・祝)14:25〜
3/11(日)14:25〜
2/3（土）18:30～
2/24（土）18:30～

プラネタリウム ちびっこ投影
うたや物語をまじえた、小さいお子様連れ向けの投影
1～3月「オリオンとさそり」

ちょこっとサイエンス
ファミリーで楽しめる、“ちょこっと”サイエンスショー
星空コンサート「INUUNIQ project Æther(エーテル) -04 revelation-」
光の演出の中で奏でる音楽と、プラネタリウム。1名 500円

星空コンサート「響け！ちめいどの応援歌 星空の海へ４」
本市出身の「ちめいど」が、心・想いをテーマに届けます。1名 500円

3/4（日）18:00～

特別投影「爆笑！星のお兄さん プラネタリウムショー in 伊丹」

ひょんたん
＜交通機関＞
阪急伊丹駅またはJR伊丹駅より市バ
ス神津バス停下車すぐ伊丹スカイ
パーク北駐車場（有料）をご利用くださ
い
定員：各150名（先着）
要申込。
電話・来館にて申込受付中（特別投影
のみ2/1（木）10:00から申込開始）。
定員になり次第、受付を終了させてい
ただきます。

今年もやってくる！笑える星座解説。要観覧料
3/10（土）・11（日）
12:20～

東日本大震災関連プラネタリウム番組「星空とともに」
大震災の夜、大停電の被災地を照らしたのは、見たことのないような満天の
星だった。（仙台市天文台提供番組）

定員：各150名 参加無料
当日9:00より整理券配布。

伊丹市北野4-30 水曜休館（祝日の場合翌日休館）
http://hccweb6.bai.ne.jp/kirara/
℡ 072-770-9500

きららホール
2/12(月・祝)
14:00～15:00

おやこで楽しむ音楽会

2/18(日)

きらら寄席

14:00～

2/25(日)
14:00～

伊丹シティフィルハーモニーによる金管五重奏の演奏。童謡やアニメ、クラッ
シックなど親子で楽しめるコンサートです。

入場無料・事前申込不要
対象：3歳～小学生までの子どもとそ
の保護者 定員：120名

入場無料・要整理券 整理券はきらら
ホールにて配布中
出演：虎乃家光甲、真珠屋玉之介、つね吉
お囃子「邦楽の会 和奏伎」
毎回大人気の「きらら寄席」。アマチュア落語家として活躍中の3人が、今年も
笑いをお届けします！
入場無料・要整理券 整理券はきらら
民謡コンサート
ホールにて配布中
出演：木島一清、北部民謡同好会
日本の民謡を心ゆくまでお楽しみください。

2/26(月）

歴史講座

受講料：600円

13:30～15:00

日本の歩み「縄文時代～現代」まで

定員：20名（先着順） 申込受付中

3/17(土）･3/18(日)

第14回 きららフェスティバル

入場無料・事前申込不要

きららホールを利用の団体による展示とステージの発表会です。
作品展示…3/17（土）、18（日） きらら総おどり・体験会…3/17（土）
ステージ発表会…3/18（日）
3/25(日)
14:00～

入場無料・要整理券 整理券はきらら
「楽しい♪うた講座」「美しい声と心で歌う童謡・唱歌」の受講生とともに、童謡 ホールにて2/16（金）より配布
や懐かしい歌、なじみのある歌を一緒に歌って楽しみましょう。

楽しく歌おう！一緒に歌おう！「うたごえ音楽会」

伊丹市御願塚6-1-1 火曜・祝日休館
http://www.itami-danjo.jp ℡ 072-772-1078

女性・児童センター
毎日24時間

テレホン童話 電話で創作童話が聴けます

通信料のみ

おはなし

電話で随時

2月 ひとみちゃん歯医者に行く

金森 初美さん 作

電話番号

3月 真夜中の会議

境 俊人さん 作

http://www.itami-danjo.jp

773－0874

2/4(日)・12（月・祝)・18 エクセル中級講座
（日）・25（日）
講師：岩崎 志圭留さん（いたみIT倶楽部）
13:30～16:00

参加費:1回500円（1,700円/全4回）
対象:ｴｸｾﾙを活用してｽｷﾙを上げたい
方15名(先着順) 申込:電話又は直接

2/10(土)13:30～15:00

わくわくこども教室

参加無料 対象:どなたでも

3/4(日)10:00～15:00

（3月はミモザの日に開催）

2/10・3/10（土）

パソコンヘルプデスク

14:00～16:00

講師： いたみＩＴ倶楽部

2/18・3/18(日）

Ｇセンかみしばいの日

11:00～11:30

語り手 紙芝居サークル「いろは」

①2/19（月）
②3/19（月）
10:00～11:30

0歳ﾍﾞﾋﾞｰのHAPPY子育て（後期）

①2/23（金）

ツインズひろば（後期）

②3/16（金）

①「助産師さんとお話会」

10:00～11:30

②「多胎育児‘あるある’座談会」

2/24（土）
10:30～12:00

ひな祭りの由来等を知り、おひなさまを作ります

受講料:200円 対象:ﾃｰﾏに関心ある
方10名(先着順) 申込:電話又は直接
対象：幼児・小学生とその保護者
参加無料 申込:直接センターへ

参加費:1回500円
①｢HAPPY 子育てｻﾛﾝ｣ほっこりおしゃべりﾀｲﾑ 講師:小山 千里さん(助産師) 対象:0歳ﾍﾞﾋﾞｰとその保護者10組
②｢HAPPY ﾗﾌﾞﾚﾀｰ｣未来のﾍﾞﾋﾞｰに手紙を♪ 講師:堀井 千夏さん(ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ) 申込:電話又は直接
二宮 かおりさん（伊丹市立保健センター）
天羽 千恵子さん（ひょうご多胎ネット）

Ｇセンひなまつり

2/24・3/24（土）
14:00～15:30

歌声サロン

①2/25（日）
10:00～11:30
②3/25（日）
10:00～11:00
3/4（日）

にちようびはパパとあそぼ

様々なｼﾞｬﾝﾙの曲をご一緒に歌います
講師： 井上 一朗さん（法専寺住職）
①「ホットプレートでおやき やきやき」
②「てがたをとってパパと思い出づくり！」
講師：柴田 綾子さん・岸田 梨枝子さん

第11回 国際女性デーｉｎ伊丹

いたみミモザの日

10:00～15:00
3/11（日）
10:30～12:30
3/22（木）～24(土)
13:30～15:00

参加無料 対象:双子以上の親子(3歳
児まで)・双子以上の多胎児を出産予
定の人10組 申込:直接センターへ
参加費:こども1名100円 対象:幼児と
その保護者40名 申込:2/1（木）より
電話または直接
参加費:300円（ﾄﾞﾘﾝｸ付) 対象:ﾃｰﾏに
関心のある方50名（先着順） 申込:直
接又は来館
参加費:500円 材料費:①200円②100
円 対象:2・3歳児と男性保護者15組
(先着順) 申込:電話又は直接
参加無料 託児あり 詳細はｾﾝﾀｰへ
申込:電話または直接来館

親子でチャレンジ 『ホワイトデー編』
バレンタインデーのお返しに、親子でお菓子を作って贈りませんか？

小学生将棋教室
講師：荒木

芳樹さん

材料費:1名700円 対象:小学生と男性
保護者12組 申込:2/1(木)より電話又
は直接
参加費:3回で300円 対象:小学生20
名 申込:2/15(木)より電話又は:直接

公民館

伊丹市千僧1-1-1 月曜休館
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/KOMINKAN/index.html
℡ 072-784-8000

2/4（日）～11（日・祝）

第15回 伊丹子ども市展

入退場自由・無料

9:00～17:30

子どもたちによる絵画・書の2部門の入賞・入選作品を展示します。

2/5（月）は休館日

2/10、3/10（土）
13:30～14:30

子ども事業「土曜子ども映画会」

申し込み：不要
2月は「Disney シンデレラ」、3月は「アヒルのペックルのシンドバッドの冒険」、 参加料：無料
「ハローキティの魔法の森のお姫さま」を上映します。

2/21、28（水）

市民講座｢水曜日の哲学～人生を豊かにする哲学者の言葉～｣

13:30～15:00

著名な哲学者の言葉から人生を豊かにするためのﾋﾝﾄを見つけてみましょう。 参加料：1,000円（全回分）

2/22（木）
16:00～17:00

第18回カエボン部～交流ひろば～

2/25、3/11（日）
14:00～16:00

市民講座｢2017友活後期｣

3/7（水）

公民館映画サロン「懐かしのクラシック映画 ヒッチコック特集」

申し込み：不要 ★

①10:30～

①「レベッカ」（1940年/アメリカ/モノクロ/2時間11分）

参加料：1作品500円

②14:00～

②「見知らぬ乗客」（1951年/アメリカ/モノクロ/1時間43分）

3/25（日）

春休み 家族で観劇しよう！オズの魔法使い

申し込み：不要

10:00～11:00

劇団演陣による迫力ある生の演劇をお楽しみください！

参加料：無料

3/28（水）

ロビーコンサート

申し込み：不要

12:15～12:45

他の楽器では出せない音色を奏でる中国民族楽器・二胡の演奏会です♪

参加料：無料

テーマに沿った自身のおすすめ本を持ち寄り、みんなで紹介しあいましょう。
テーマ：子どもが食べるおやつ いま昔

申し込み：受付中 ★
申し込み：不要
参加料：無料

申し込み：受付中
きっかけは公民館から！大人同士の出会いから友だち作りを応援する講座で 参加料：各回600円
す。2月は「やさしく楽しいはじめての色彩心理学」、3月は「写経体験」です。

★一時保育あります。対象は1歳半以上から就学前まで。保育料は1人1日350円。講座開始10日前までに要申し込み。

図書館
2/6（火）
10:30～
2/10（土）
13:00～15:00

宮ノ前3-7-4 月曜休館･第1木曜（祝休日の場合は除く）は図書サービス利用不可
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/ 本館「ことば蔵」 (代表)℡783-2775 (交流・貸室)℡784-8170
☆北分館は水曜（祝休日の場合は翌日）と毎月月末(12月を除く)休館 ℡770-0519
☆南分館は火曜(祝休日の場合は翌日）と毎月月末(12月を除く)休館 ℡781-7333
☆神津分館は月曜(祝休日の場合は翌日）と第1木曜（祝休日の場合は除く）休館 ℡764-5991
☆西分室は月曜・第1木曜(祝休日の場合は除く)休館
℡784-8021

場所：ことば蔵1階 交流フロア
「コーヒータイムにおすすめの本」をテーマに本を持ち寄り、本の紹介を通して 定員：なし
交流したあと、自作の推薦帯を巻いてカエボン棚に並べます。
当日直接会場へ 参加無料
当日はモナリザコーヒー（1杯150円）もお楽しみいただけます。
場所:神津交流ｾﾝﾀｰ2階 多目的ﾎｰﾙ
こども将棋教室
対象：小学生 定員：20名（先着順）
初級は将棋の基礎から、中級は実戦形式で指導します。
申込：来館または電話 参加無料

カエボン部 テーマ「コーヒータイムにおすすめの本」

2/11（日・祝）
14:00～

まちゼミ「バレンタインで使えるラッピングレッスン」

2/22（木）
10:00～12:00

よむよむ工房

2/24（土）

運気を上げなきゃもったいない！ マナーと開運の不思議な関係

場所：ことば蔵1階 交流フロア

11:00～

開運の仕組みと、マナーとの関係を解説。表情や所作など、コミュニケーショ
ンのマナーを見直して、運気を上げましょう。
講師は尼崎ゑびす神社宮司の太田垣亘世（おおたがき のぶよ）さん。

定員：30名（先着順）

おとなが愉しむおはなし会
大人向けの絵本のよみきかせ

場所：ことば蔵 対象：15才以上
定員：30名（先着順）
申込不要／参加無料

3/5（月）

絵本のとびら

場所：きららホール 2階201会議室

15:30～

大型絵本や紙芝居

申込不要／参加無料

3/24（土）

いたみっこ人形劇のつどい～みんななかよく24のまき～

場所：ラスタホール2階多目的ホール

13:00開場 13:15開演

人形劇、ブラックライトシアター、ミニコンサートなど

定員：なし 申込不要／参加無料

3/2(金)
13:30～14:15

場所：ことば蔵1階 交流フロア
アジアン雑貨ショップroughAsia（ラフエイジア）の太原佑三子（たはらゆみこ）さ 定員：30名（先着順）
当日直接会場へ 参加無料
んに、誰でも簡単にできるラッピング術を教えていただきます。
ヤングアダルト向きの小説等の読書会。
今回の作品は『流れ行く者』 上橋菜穂子／著 偕成社

ことば蔵ギャラリー

場所：ことば蔵1階 地域交流ルーム
定員：なし 申込不要／参加無料

当日直接会場へ 参加無料

伊丹市宮ノ前3-7-4 伊丹市立図書館「ことば蔵」1階 月曜休館
開館時間 火曜から金曜9:30～20:00 土曜・日曜・祝日9:30～18:00
http://www.city.itami.lg.jp/（市公式ＨＰ）
℡ 784-8170(「ことば蔵」交流･貸室担当)

開催中～3/4（日）

住友電工陸上競技部創部90周年記念展

パネル資料展示

3/7（水）～3/25（日）

第4回ＫＴＢおすすめ本総選挙・第4回しおりんピック応募作品展

公募作品展示

3/27（火）～4/1（日）

すてねこ のらねこ ちいきねこ

パネル展示

※会期時間については、「ことば蔵」(交流･貸室担当)℡784-8170までお問合せください。

伊丹市中野西1-148-1 火曜休館
http://bcaweb.bai.ne.jp/~aij90701/
℡ 072-783-2350

サンシティホール
2/4(日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート～オルガンのルーツをたどっ 会場:多目的ホール
て
出演：パンフルート内藤智
オルガン瀬尾千絵
曲目：ルーマニア民謡、 トッカータとフーガ 二短調BWV565

3/4（日）

入場無料、定員120名(当日先着順)
全席自由
会場:多目的ホール
パイプオルガン・プロムナードコンサート～冬を楽しむ
出演：フルート吉田真理子 チェロ後藤敏子 オルガン木谷和子
入場無料、定員120名(当日先着順)
曲目：そりすべり、日本の冬のうた
他
全席自由
会場:多目的室
ｻﾝｼ亭｢元気寄席｣～ふるさとの街をともに生きる～ｼﾘｰｽﾞ第14回
今回は、スペシャルゲストの大型イケメン若手落語家「桂 白鹿」さんを迎え 入場無料、定員70名（当日先着順）
「伊丹家かれる」さん、｢戎家ぱんだ｣さん、｢盗難治家晩黒(トナジヤバンコク)｣ 全席自由
さん、｢末成亭鈴童｣さんの円熟味を増した落語で、｢元気寄席｣をより一層盛り
上げていただきます。笑う門には福来る！ご来場、お待ちしております！
パイプオルガン・プロムナードコンサート～「春の息吹」歌心にのせて 会場:多目的ホール

12:15～13:00

出演：テノール山﨑覚

2/17（土）
12:15～13:00
2/18（日）
10:00～13:00

オルガン田坂千禎

曲目：菩提樹、 女心の歌
3/10（土）～3/11（日）
10:00～17:00
(11日は16:00まで）
3/17（土）

他

サンシティ講座「60歳からの朗読」発表会

3/17（土）

パイプオルガン・スプリングコンサート～春、響き合う

18:30～20:30

出演：ソプラノ高島依子 テノール竹田昌弘 オルガン橘由美子
前売券発売 サンシティホール いたみホール
（公社）伊丹市シルバー人材センター

桜コンサート～桜と春の歌をうたいましょう
出演：スイートエコー、矢野美由紀、東理恵、橋本弘子
曲目：さくら、春の小川
他

中心市街地関連

2/24（土）
14:00～

3/24（土）
9:30～12:30

14:00～

会場:多目的室
入場無料、定員50名(当日先着順)
全席自由
会場:多目的ホール
入場料:大人1,200円（前売1,000円）
60歳以上800円（当日前売共）
小・中学生500円（当日前売共）
会場:多目的ホール
入場無料、定員120名(当日先着順)
全席自由

伊丹市千僧1-1 まちなかにぎわい課
http://www.city.itami.lg.jp/（市公式ＨＰ）
℡ 072-784-8068

〈会場〉三軒寺前広場
〈問合せ先〉伊丹都市開発㈱事業部
踊り子たちが三軒寺前広場をダンス・踊りで盛り上げます。
会場には飲食・物販ブースあり。心も体も温まる冬のまちなかイベントへぜひ (072-775-6727)
お越しください！
＜主催＞伊丹市中心市街地活性化協議会
〈場所〉伊丹商工会議所2階 多目的
第6回IMATI WORKS
ﾎｰﾙ 〈参加費〉1,000円(資料＋茶菓
「はじめよう！まち乗りLife～自転車で見つける伊丹の楽しみ～」
まち乗りカルチャーの達人たちに国内外の活動例を聞いて、伊丹のオリジナ 代) 〈定員〉40名(先着順) 〈申込方
ルサイクルマップをつくろう！スポーツとは違った国内外の文化系自転車イベ 法〉電話またはﾒｰﾙにてお申し込みく
ださい。 〈申込・問合せ先〉伊丹都市
ントの紹介や、”まちのり”視点でサイクルマップをつくるワークショップを開
開発㈱事業部(072-775-6727)
催。
E-mail：tmo@itami.or.jp
＜主催＞伊丹市中心市街地活性化協議会
〈費用〉無料 〈定員〉50名（先着） 〈申
阪急・阪神沿線観光あるき
込方法〉3/1（木）から受付を開始いた
「伊丹郷町と伊丹老松酒造をたずねる」
します。申込期間内にまちなかにぎわ
歴史と文化の薫るまち伊丹をボランティアガイドと共にめぐりませんか。
伊丹老松酒造の「日本酒入門講座」、お酒の試飲、購入もお楽しみいただけ い課まで電話（072-784-8068）にてお
申込みください。〈申込時の確認内容〉
ます。
申込代表者の氏名・電話番号（自宅と
＜所要時間＞3時間（予定） ＜距離＞約3.5km
携帯）、参加者全員の氏名。申込多数
の場合は先着順となります。

第16回わっしょい！冬の元気まつり

文化振興課
2/3(土)

全席自由

市内高齢者の作品展示・演芸・模擬店・健康相談等など

13:00～15:30

2/11（日・祝）
10:00～16:00

入場無料、定員120名(当日先着順)
入場無料（整理券なし）

第28回 シルバー文化作品展

～名作集の世界へ・・タイムスリップ❣～
出演者：60歳からの朗読受講者の皆さま
”あなたの心にドラマを！想像の世界へご招待・・・”

3/18（日）
14:00～15:45

他

伊丹市千僧1-1
http://www.city.itami.lg.jp/（市公式ＨＰ） ℡ 072-784-8043

会場：伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ
入場無料(要整理券)
毎年多彩な演目が一度に楽しめることで好評いただいているｺﾝｻｰﾄです。今 整理券は市役所6階文化振興課、伊
年は伊丹市芸術家協会創立30周年を記念し、邦楽・洋楽・ｵﾍﾟﾗの3部構成と 丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ、東ﾘ いたみﾎｰﾙ、ｱ
し、例年よりも規模・内容ともに充実した内容で開催します。入場無料で開催 ｲﾎｰﾙ、ﾗｽﾀﾎｰﾙ、きららﾎｰﾙ、ことば
蔵で配布中
しますので、華麗なる響きを是非お楽しみください。

伊丹市芸術家協会創立30周年記念事業
第8回 ～やさしい心を～早春の風にのせて

ラスタホール

伊丹市南野2-3-25 火曜休館（祝日の場合翌日休館）
http://hccweb1.bai.ne.jp/lustrehall
℡ 072-781-8877

2/1(木)～3/3(土)
（2/6・13・20、27（火）は
休館。日・祝は17:00ま
で、その他の日は21:00
まで）

《ﾗｽﾀ生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ》

2/9（金)
13:30～15:00

要事前申込み
参加費：900円（歯ブラシ・歯磨き粉
口腔機能の低下は要介護状態や認知症につながると言われています。食べ 付）
ることは大事です。いつまでも元気に暮らすために、口腔ｹｱを見直しましょう。 定員20名
お口が健康なら見た目も若々しくなりますよ。講師は介護予防指導士でもある
歯科衛生士。口腔体操や歯みがきｱﾄﾞﾊﾞｲｽ、脳ﾄﾚも指導します。入れ歯の方
もぜひ。
当日直接会場へ
て＊あみん×ﾗｽﾀﾎｰﾙ企画『ｷｯｽﾞ手作りﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ』
ﾐﾆﾁｭｱねんどやｷｰﾎﾙﾀﾞｰ、ﾍｱｰｱｸｾ、ｶｰﾄﾞ作りなど、ｶﾜｲｲ小物を手作りできる 参加費：200円～2,000円（ワークショッ
ﾌﾞｰｽを設けます。自分だけのｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞ作りに挑戦してみましょう！お子様 プによりことなります）
から保護者も参加できます。
入場無料
World＠Create 市内高校美術部による合同展覧会2018
伊丹市内にある高校の美術部員による合同展覧会です。高校生のみずみず
しい個性あふれる作品の数々をお楽しみください。

3/3(土)
10:30～15:00
3/8(木）～16(金)
開館時間中

毎年恒例の、ﾗｽﾀﾎｰﾙで活動する登録団体(ｻｰｸﾙ)の発表会。発表する人も
見に来る人も、わいわい交流して元気になるｲﾍﾞﾝﾄです。各ｻｰｸﾙの紹介を兼
ねていますので、｢これから何かを始めてみたい｣｢どんなｻｰｸﾙがあるんだろ
う？｣と思われている方も、どうぞお越しください。
＜展示発表会＞2/1(木)～3/3(土)
絵画、工芸、手芸など様々な分野の15のｻｰｸﾙが、各3日ずつ作品の展示を
おこないます。
＜ｽﾃｰｼﾞ発表会＞2/25(日)10:00～15:35
歌や楽器演奏、踊りなど10のｻｰｸﾙが、日ごろの成果をｽﾃｰｼﾞで発表します。
＜体験講習会＞ 2/11(日)9:30～14:00 ｱｲﾃﾞｨｱ料理同好会
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ対策の解説と、料理の実習・試食

ラスタ×NPO法人｢らしーく｣企画
『若さ、ヤル気、認知症予防は「お口」から』

神津福祉センター
2/1・3/8（木）

＜展示発表会＞＜ステージ発表会＞
は無料、ご自由にご鑑賞ください。
＜体験講習会＞は定員10名、
参加料：2,000円、2/4(日)までに要事
前予約
詳細はラスタホールへお問合せくださ
い。

伊丹市森本1-8-19(K-maisonときめき併設) 火曜休館
開館時間 9:00～21:00（日祝は17:30まで）
http://www.kyodo-no-sono.or.jp/facility/tokimeki.html
℡ 072-777-1022

受講料：1,470円（通常6ヶ月4,410円）
まちのお花屋さんが、季節のお花、素材をを選んでくださいます。様々な器に 別途お花代が必要です。
定員：7名
工夫を凝らしたアレンジを楽しみながら学べる講座です。初心者歓迎
まずはお問い合わせください。
2/3・10・17・3/3・17・24 〈社交ダンス講座〉
受講料：3,150円（通常3ヶ月4,725円）
（土）
ｼﾞﾙﾊﾞ・ﾜﾙﾂ・ﾀﾝｺﾞ・ﾁｬﾁｬﾁｬなど、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ、ﾗﾃﾝの社交ﾀﾞﾝｽを基礎から実践 定員：10名
10:00～12:00
まずはお問い合わせください。
形式で学べる講座です。開放感のあるﾎｰﾙが会場です。初心者歓迎

〈フラワーアレンジメント講座〉

10:00～12:00

2/3・17・3/3・17（土）
13:00～14:00
2/12（月・祝）・2/26・
3/12・26（月）
9:00～10:30

受講料：2,940円（通常3ヶ月4,410円）
健康のために何か始めたい方にﾋﾟｯﾀﾘの講座です。ゆっくりした動作で滞りの 定員：10名
ないしなやかな身体をつくります。開放感のあるﾎｰﾙが会場です。初心者歓 まずはお問い合わせください。
迎
受講料：2,940円（通常3ヶ月4,410円）
〈大正琴〉
ある程度経験のある方が対象の講座です。なじみのある曲、名曲にトライしな 定員：9名
まずはお問い合わせください。
がら腕を磨きます。講座用の楽器は当センターで準備します。

〈はじめて太極拳〉

2/12（月・祝）・2/26・
3/12・26（月）
9:00～10:30

〈大正琴 初級〉

受講料：2,940円（通常3ヶ月4,410円）
入門編の講座です。大正琴の基礎から教わりながら色々な曲の習得を目指し 定員：10名
まずはお問い合わせください。
ます。講座用の楽器は当センターで準備します。初心者歓迎

2/15・3/15（木）
10:30～12:00

〈おもしろ文化史〉

2/22・3/22（木）
10:30～12:00

〈音楽夢物語〉

歴史を様々な切り口でひもとき、その出来事がなぜ起こったのか、「？」が見
事に「！」なってスッキリ納得できる講座です。

受講料：1,050円（通常6ヶ月3,150円）
古今東西、宝塚からﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ、各国の音楽映画などの作品に出会え、解説 定員：25名
まずはお問い合わせください。
を聞いてより深く楽しみ、理解できる講座です。ﾎｰﾙの大画面で学べます。

伊丹市昆虫館
休館中〜3/31（土）

受講料：1,470円（通常6ヶ月4,410円）
定員：15名
まずはお問い合わせください。

昆陽池公園内
伊丹市昆陽池3-1 火曜休館（祝日の場合翌日休館）
http://www.itakon.com/
℡ 072-785-3582

長期休館中
伊丹市昆虫館は、チョウ温室改修工事のため3月31日（土）まで休館いたしま
す。休館期間中、入館はできませんが電話・FAX等で昆虫の質問等の対応を
行っておりますので、ご利用ください。また、観察会や講座等は会場を変えて
実施しますので、日時・申込等詳細はホームページでご確認ください。

