2017

4・5月カルチャーインフォメーション
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 中心市街地 などで実施する主な事業を載せています

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。
5/13（土）
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.73
晩年のショパン～オール・ショパン・プログラム～
極めて高度な技術を要し、２つの楽器が協奏しながら融合するショパンの生
前最後の作品「チェロソナタ」を中心に、ピアノソロとデュオでお楽しみくださ
い。
《出演》ピアノ：田尻 洋一／チェロ：長明 康郎
《プログラム》 【ショパン プログラム】
〔チェロ・ピアノ〕チェロソナタ ト短調、序奏と華麗なポロネーズ
〔ピアノソロ〕舟歌、バラード第4番、3つのワルツop.64、ノクターン第17番、英
雄ポロネーズ

2,000円（整理番号付入場券）
全席自由
定員：200名
会場：6F中ホール
4歳未満のお子様のご入場はご遠慮く
ださい。

5/28（日）

伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団 ファミリーコンサートvol.28

問合せ:伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ(780-2110)

14:00～

指揮：加藤 完二

入場無料（要整理券）

予定曲目：チャイコフスキー／バレエ組曲「白鳥の湖」より抜粋 他

整理券は伊丹アイフォニックホール、
いたみホール、ラスタホール、
アイホール、サンシティホール、
市役所6階伊丹市文化振興課、にて
4/27（木）より配布予定

今年のテーマは「魔法の国へようこそ！」です。悪魔の魔法によって白鳥に姿
を変えられたオデット姫と、彼女に恋したジークフリート王子。2人の愛の物語
を描くバレエ組曲「白鳥の湖」より、有名な「4羽の白鳥の踊り」などを演奏しま
す。恒例の楽器紹介や指揮者コーナーをはじめ、楽しい企画もいっぱいです。
どうぞお楽しみに。

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。
5/15（月）

文化サロン"話題探訪" 「ハワイ文化の中の音楽とフラ」

19:00～

講師：長谷川精一（MOLOKAI代表／音楽プロデューサー）

受講料：1,500円

"ハワイアン・ルネッサンス"という言葉を聞いた事がありますか？観光化のた
めハワイが古来の文化とかけ離れてしまったという認識から1970年代に興っ
たムーヴメントで、その中からハワイ出身のデュオ「セシリオ&カポノ」やロック
バンド「カラパナ」が生まれました。片や日本においては、1950年代にハワイ・
ブームが到来します。この二つの流れを知ることで、本当のハワイが見えてき
ます。
2017年前期
第1回：5/15（月）「ハワイ文化の中の音楽とフラ」（内容は上記）
文化サロン"話題探訪" 第2回：6/5 （月）「Kobe INK物語 開発秘話と最新万年筆事情」
通し申込みのご案内
第3回：9/11(月） トーク＆コンサート
「各国のタンバリンと巡る世界の音楽旅行」

受講料：
全3回通し申込み3,000円
1回ごとの申込み1,500円

5/26、6/9・23、7/7・21 第32回伊丹市民オペラ定期公演 G.ロッシーニ作曲“セヴィリアの理
（全5回・すべて金曜日） 髪師”関連企画：「伊丹市民オペラ・合唱講座」

参加費：3,000円（5回分・楽譜代込み）

19:00～20:30

定員：60名

指導：森川華世（声楽家）、ピアノ：殿護弘美
内容：楽譜・イタリア語の読み方、発声、音取りの練習 ほか

舞台と音楽を華やかに盛り上げる重要な役割を担うオペラ合唱。
歌うことはもちろん、演目によっては貴族や街の人などの役を演じ、時にはダ
ンスも踊ります！この講座では、楽譜の読み方や発声方法など、オペラ合唱
のイロハをお教えします。
☆の公演につきましては、未就学児のご入場はご遠慮下さい。又、前売券完売の場合、当日券はございません。

美術館

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

4/8（土）

コレクション1「イメージの庭」

〜5/28（日）

当館の所蔵品を様々な視点でご紹介するコレクション展。本展では記憶や物 大高生 200(160)円
語をテーマに、近年収蔵された作品を中心に約70点を展覧します。
中小生 100(80)円

一般

300（240）円

( )内は20名以上の団体割引料金

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。
5/26（金）19:30
5/27（土）15:00
5/28（日）15:00

次世代応援企画break a leg
アマヤドリ『非常の階段』

【日時指定・自由席】

一般3,000円
今注目の若手カンパニーによる舞台をお届けする“次世代応援企画 break a 学生1,500円
leg”。第1弾は東京の劇団『アマヤドリ』が登場。中流階級の幸せな家庭と、オ
（前売・当日とも）
レオレ詐欺を遂行する犯罪者集団を対比させながら、「社会における悪」につ
いて問い直します。

柿衞文庫（かきもりぶんこ）

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

4/8（土）～5/28（日）

一 般 700円（600円）
特別展 「碧梧桐 へきごとう ＨＥＫＩＧＯＴＯＵ」
河東碧梧桐の誕生から終焉までを、このたび明らかになり初公開される河東 大高生 450円（350円）
家秘蔵資料によって紹介し、人間河東碧梧桐の魅力に触れる。さらに、俳句 中小生 350円（250円）
（）内は20名以上の団体料金
の新時代を開こうとする碧梧桐の姿を浮き彫りにしていく。

4/15(土)

特別展記念講演会
「碧梧桐の孫が語る 祖父方・河東家と祖母方・青木家の絆」

14:00～

要観覧券
要申込

講師 河東 秉太 氏
5/13（土）

特別展関連講座 「俳句から知る碧梧桐」

14:00～

講師 俳人協会常務理事 栗田 やすし 氏

5/21(日)

特別展関連講座 「書から知る碧梧桐」

14:00～

講師 書家・京都精華大学教授 石川 九楊 氏

4/15・5/20(土)

かきもり文化カレッジ
○男の句会コース

10:30～

講師 「山茶花」主宰 三村 純也氏
男性限定の句会です 初心者歓迎します。

4/22・5/27(土)

○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む

10:30～

講師 神戸大学名誉教授 堀 信夫氏
芭蕉の俳論書「葛の松原」を通して、芭蕉の作品世界を読み解きます。

4/7（金）

○研究コース 坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯

13:30～

講師 俳人 坪内 稔典氏

要申込
一
般 1,500円
大 高 生 1,000円
友の会会員 500円

要申込 （定員30名）
一
般 1回 1,500円
友の会会員 1回 500円
要申込 （定員50名）
一
般 1回 1,800円
友の会会員 1回 1,000円
要申込
要資料代

多くの趣味に遊んだ柿衞翁の豊かな人間像を明らかにしていきます。
4/25(火)

○鑑賞コース
資料でたどる伊丹の江戸時代

13:30～

講師 柿衞文庫館長 今井 美紀

5/23(火)

直筆で楽しむ－花鳥風月・春

13:30～

講師 柿衞文庫副館長 岡田 麗

要申込 （定員30名）
一
般 1回 1,500円
友の会会員 1回 500円

工芸センター
4/1(土)～

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

伊丹郷町クラフトショップ 『作品 リニューアル』

場所：旧石橋家住宅1階

伊丹国際クラフト展入選作家を中心に、全国で活躍中の陶・ガラス・ジュエ
リーなどの工芸作家作品を展示販売中。4月より新しい作家の作品が入荷！
4/15(土）～5/28(日)

「音を楽しむ展」
ジュエリー・陶・ガラスなどの工芸作家73名が"音"をテーマに制作しました。
造形から音を感じ、そこから呼び起される感情をお楽しみください。

4/15（土）14:00～

場所：伊丹市立工芸センター
入場無料
入場無料

5/3（水・祝）
10:30～、13:30～

関連企画「ギャラリートーク」 作家自身による作品解説
関連ワークショップ「小ぶりのカリンバを作る」

要予約 4/15(土）受付開始 定員各8
親指ピアノといわれる小ぶりのカリンバを作ります。小さくてもよく鳴りますよ。 名 小学生以上 材料費：2,000円

5/14（日）15:00～

関連企画「クラリネットコンサート」 演奏：クラリネットアンサンブルHana
オトラク「音を楽しむ展」コンサート

入場無料

5/20（土）
14:30～、16:00～

入場無料

“音”をテーマにした作品と共に、多彩な音をお楽しみください。

4/29(土・祝)～5/14(日) 伊丹郷町クラフトショップ 『母の日フェア』
母の日の贈り物にジュエリーや器など作家の一点ものはいかがですか？

場所：旧石橋家住宅1階

4月初旬 開講
原則火曜日～金曜日
（土曜日は自習日）

伊丹ジュエリーカレッジ 第18期生募集中！

受講料：640,000円/年
申込受付中 定員：15名

講座受講生

伊丹ジュエリーカレッジオープン講座 「オリジナルジュエリー制作」

募集中！
初心者大歓迎！

4/16(日)～6/25(日) 毎週日曜日 全8回 13:30～16:00
講師：北川愛子（ジュエリーデザイナー）
初心者は工具の使い方から始め、リングやペンダントトップなどを制作、経験
者には個々の希望に応じて指導します。

工芸クラブ会員

手織講座「初めての手織～奥深い染織の世界を探訪しましょう！」

年会費3,000円

4/19(水)～7/5(水) 毎週火･水曜日 全20回 10:30～16:30
講師：伊東良子（染織作家）
初心者は基礎織から初めます。経験者は次のステップのために、織計画を正
確に作成して、様々な織物を織りましょう。

年間約200日（自習日含）のカリキュラムでジュエリー制作の基本的な技術を
学び、プロのジュエリー作家を目指す学校スタイルのカレッジです。

受講料：16,000円
（会員12,800円）
材料費：別途必要
初心者は工具代別途8,000円程度必
要
受講料：60,000円
（会員48,000円）
材料費：糸代別途必要

受講料：18,000円
5/13(土)～7/1(土) 毎週土曜日 全8回 10:30～13:00 6/10（土）・6/24（土） （会員14,400円）
材料費：当講座初受講者
は10:30～16:30
3,500円・経験者 1,500円
講師：山本善一郎（大阪芸術大学美術学科准教授）
初心者には基礎から指導。経験者はご自分のペースで自由に制作しましょ
う。後半からは、薄い和紙に刷る方法や作品の裏打ちなどを学びます。

銅版画講座 「和紙刷りと裏打ち」

丹波焼陶芸講座 「丹波立杭焼窯元が教える陶芸～お気に入りの作 受講料：16,000円
（会員12,800円）
品をのぼり窯で焼く」

材料費：焼成代別途必要
5/26(金)～7/14(金) 毎週金曜日 全8回 13:30～16:00
講師：大上裕（陶芸家・昇陽窯窯元）
丹波の土を使い、永く愛用できるような器を作ってみませんか？電動ロクロも
あります。とっておきの作品は、のぼり窯で焼成してみましょう。オプションで、
のぼり窯見学会も開催予定。

伊丹郷町館
4/1(土）～4/16(日)

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

会場：旧岡田家住宅・酒蔵、旧石橋家
「新古宮(しんこきゅう)展」
「過去」の建造物と気鋭の現代アート作家11名が生み出す「現在」の作品とが 住宅
入場無料
交差することにより、新たな時空間を創りだす展覧会です。

4/1（土） 2回上映

関連企画「幻灯機天体上映会」

17:00～、17:30～

出品作家菅原一剛氏の写真作品に関連し、貴重なアンティークの幻灯機で月 入場無料、各回先着20名
の満ち欠けのスライドを映しだします。(協力：Foto Mutori)
予約不要

5/20(土)、5/21(日)、

舞台表現「夜のことば３」

5/23(火)

コンテンポラリーダンサー隅地茉穂・阿比留修一のユニット・セレノグラフィカ
19:00開演 （18:40開場） と、元維新派の役者であり美術家の升田学による新しい舞台表現プロジェク
ト。伊丹初登場！

場所：旧石橋家住宅2階 座敷

会場：旧岡田家住宅
一般 前売 1,500円
(当日は2,000円）

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
4/2（日）

パイプオルガン・プロムナードコンサート

入場無料、定員130名(当日先着順)

12:15～13:00

演奏者：ソプラノ坂本光子、フルート大西亜希子、オルガン安藤明子

全席自由

曲目:天なる喜び(H.ウィラン)､虹の彼方に(H.アーレン)､花は咲く(菅野よう子)

多目的ホール

4/15(土)

パイプオルガン・プロムナードコンサート

入場無料、定員130名(当日先着順)

12:15～13:00

演奏者：オルガン:瀬尾千絵

全席自由

曲目:小フーガ ト短調BWV578(J.S.バッハ) スーパーマン(J.ウィリアムズ)

多目的ホール

5/7（日)

パイプオルガン・プロムナードコンサート

入場無料、定員130名(当日先着順)

12:15～13:00

演奏者：フルート吉田真理子 オルガン木谷和子

全席自由

曲目:ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾚｲｽ(ｲｷﾞﾘｽ民謡)､愛の歌(F.ﾘｽﾄ)､春の声(J.ｼｭﾄﾗｳｽ)

多目的ホール

5/20(土)

パイプオルガン・プロムナードコンサート

入場無料、定員130名(当日先着順)

12:15～13:00

演奏者：ソプラノ高島依子 オルガン橘由美子

全席自由

曲目:アヴェ・マリア(P.マスカーニ)

多目的ホール

私を泣かせてください(G.F.ヘンデル）

きららホール

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

4/8（土）～9/16（土）

きららこども囲碁クラブ〈全17回〉

受講料3,400円 定員 15名

10:00～11:30

囲碁のルールやマナーから、囲碁が楽しめるまでを学びます。

対象：小学生

いずれも土曜日

申込受付中（先着順）

4/10、24（月）

名作を書き写しながら読み解く近代文学講座

受講料 各回600円

10:00～11:30

4/10(月）「たけくらべ」、4/24（月）「夢十夜」

定員 15名

いずれも月曜日

申込受付中（先着順）

4/15（土）～6/17（土）

はじめてのビッグバンド〈全6回〉

19:00～20:30

楽器は各自ご持参ください。サックス、トランペット、トロンボーン、クラリネット 対象：1年以上の経験者
などの管楽器や、打楽器など楽器の種類は特に問いません。
申込受付中（先着順）

いずれも土曜日

受講料3,900円 定員 15名

4/18(火)･5/16(火)

ふれあいベビーマッサージ

10:00～11:00

赤ちゃんとのスキンシップをしませんか？

参加費：各500円 定員：各12組
対象：2ヶ月以上～歩くまでの子どもと
その保護者
申込4月：4/4(火)～、5月：4/25(火)～
いずれも電話または直接（先着順）
参加費 500円 ペア料金700円

4/22(土）

胎教ってなぁに？～子育てが楽しくなる胎教のおはなし～

14:30～
5/4（木・祝）

おなかの赤ちゃんとのきずなを深めるための胎教セミナーです。プレママや、 就学前の子どもは無料
プレパパ、胎教に関心のある方でしたらどなたでもご参加ください。ピアノミニ
申込受付中（先着順）
コンサートとともにお届けます。
詳しい内容はお問い合わせください
きららこどもまつり

10:00～15:00

ダンボール迷路、ミニ列車やふれあい動物園など
楽しい催しがいっぱいです！

5/21(日)

えいごであそぼ！春のミニ運動会

10:30～11:20

英語の楽しさにふれあいながら、ミニ運動会で体を動かそう！

博物館
4/29（土・祝）～
6/18（日）

春季テーマ展

参加費500円 定員20組
対象：歩き始め～就学前の子どもとそ
の保護者 申込：4/23(日)～電話また
は直接（先着順）

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

旧村シリーズ第13弾「御願塚」

江戸時代の伊丹では、それぞれの村ごとに自治を行っていました。
明治時代前期まで続いたこれらの村を「旧村」と呼び、当館では毎年一村ず
つ調査を行い、各地域に伝わる歴史資料を、テーマ展「旧村シリーズ」として
公開しています。
第13回目になる今回は、市域南部の「御願塚村」を取り上げ、同村の歴史を
古文書や絵図、写真などにより、ご紹介します。

入場無料

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

こども文化科学館

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

○印＝レギュラー投影

＜開館時間＞
9:00～17:15
（入館は16:45まで）
＜入館料＞
大人

400円

中・高校生 200円
小学生以下 100円
＊ココロンカード持参の児童・生徒は
開催中～5/31(水)
6/1（木）～

春のレギュラー投影 「12星座パレード」
初夏のレギュラー投影 「たなばた星物語」

毎週土曜日 16:15～

プラネタリウム トワイライト投影

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。
音楽とメガスターの星空に包まれる、癒しの時間
4月：北斗七星 ～春の音楽とともに～
5月：南十字

ひょんたん

～ヒーリング音楽にのせて～

毎週日曜・祝日10:00～ プラネタリウム ちびっこ投影
プラネタリウムデビューに！歌や物語をまじえた、小さいお子さま向け投影
4･5月 「レイラと星のランプ」
4/9(日)14:25〜
5/14(日)14:25〜

ちょこっとサイエンス 「しゃぼん玉のふしぎ」
ファミリーで楽しめる科学を“ちょこっと”紹介するサイエンスショー
しゃぼん玉ってどうしてまるいの？しゃぼん玉のふしぎにふれてみましょう。

開催中～5/14(日)

企画展「星空ウォーク」

＜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

88星座をたどり、星までの距離を感じながら星空散歩をお楽しみください。

公民館
4/5・12・19・26（水）
10:00～11:30

①4/8（土）14:00～
②5/14（日）14:00～

4/19（水）13:30～

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

定員:0歳児とその母親（講座初日に0
0歳児のママ同士、日頃の子育てについて情報交換をしたり、お友だち作りを 歳児であればご参加いただけます）15
組（第一子優先・先着順）
して、親子で楽しく交流しませんか？
費用:1,400円（全回分）
申込:受付中
定員:30代～40代の独身男女30名（先
「2017 友活 前期」
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 着順）
す。4月はサンドイッチ作りとお花見、5月はすぐに使える立食マナーを学びま 費用:①900円、②800円
申込:受付中
す。

「0歳児ママのワイワイトーク」

無声映画「血煙り 高田の馬場」・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ映画「井上陽一の世界」 費用:500円
ご存知 阪妻の韋駄天走り 十八人斬り とくとご覧あれ！

5/14・21・28・6/4（日）
10:00～11:30（但し､
5/28(日)のみ12:00ま
で）

申込:不要。直接会場へ ★

定員:0歳児とその父親（講座初日に0
「かわいいわが子のために積極的に育児に参加したいけど、どう参加したらい 歳児であればご参加いただけます）15
いのか分からない…」とお悩みのパパに朗報です！この講座を通してパパの 組（先着順）
費用:1,400円（全回分）
極意を学び、ママと一緒に育児を楽しみましょう！
申込:4/4（火）～受付
5/14（日）13:30～16:00 「思春期の子どもの不登校を共に考える」
定員:30名（先着順）
費用:無料
子どもが親の援助を得ながら立ち上がってくるまで、子どもを「信じて、任せ
申込:4/15（土）～受付
て、待つ」ために一緒に学び語りあいましょう。
5月のテーマは、「不登校ってどういうことなのか～不登校の早期発見と早期
対応 子どものSOSがわかりますか～」です。

「0歳児パパのワイワイトーク」

★一時保育あります。対象は1歳半以上～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。

中心市街地関連
4/22（土）
9:30～13:00

伊丹市千僧1-1 産業振興室
http://www.city.itami.lg.jp/（市公式ＨＰ）
℡ 072-784-8068

＜申し込み先＞伊丹市観光物産協会
〒664-0845 伊丹市東有岡1-6-2
（JR伊丹駅構内）
伊丹の緑と歴史あふれるみちをボランティアガイドと共にめぐりませんか。
＜所要時間＞3時間30分（予定） ＜距離＞約5.8km ＜費用＞500円（呈茶 TEL：072-770-7060
FAX：072-770-7706
代） ＜定員＞35名（先着） ＜申込方法＞受付中。
参加者全員の①氏名②年齢③住所④電話番号⑤FAX番号を記入し、右の申 ＜問合せ先＞
伊丹市役所まちなかにぎわい課
し込み先までFAXか往復ハガキでご応募ください。
TEL：072-784-8068
申込多数の場合は先着順となります。
＜申し込み先＞伊丹市観光物産協会
阪急・阪神沿線観光あるき
〒664-0845 伊丹市東有岡1-6-2
「歴史とバラの散歩路」
バラが咲きあふれる荒牧バラ公園へ、伊丹の歴史をボランティアガイドに学び （JR伊丹駅構内）
TEL：072-770-7060
ながら歩きませんか。
＜所要時間＞4時間（予定） ＜距離＞約8.7km ＜費用＞無料 ＜定員＞50 FAX：072-770-7706
＜問合せ先＞
名（先着） ＜申込方法＞4/3（月）から受付を開始いたします。
参加者全員の①氏名②年齢③住所④電話番号⑤FAX番号を記入し、右の申 伊丹市役所まちなかにぎわい課
TEL：072-784-8068
し込み先までFAXか往復ハガキでご応募ください。
申込多数の場合は先着順となります。

阪急・阪神沿線観光あるき
「伊丹緑道・多田街道を散策」

5/13（土）
9:30～13:30

5/20（土）
12:00～29:00
時間は参加店により異
なります。

第16回伊丹まちなかバル
「清酒発祥の地 伊丹」が誇る中心市街地の飲食店がご用意したバルメ
ニュー（自慢の一品とワンドリンク）を存分に楽しめる、食べ歩き・飲み歩きの
イベント。
＜バルチケットのご案内＞
前売り3,500円（5枚綴り）、当日4,000円（5枚綴り）、800円（1枚）
チケット販売場所・参加店舗等は下記をご覧下さい。
http://www.itami-toshikaihatsu.co.jp/event_bar/

ラスタホール
4/15(土)
14:00～16:00

4/22(土)
10:00～
14:00～
18:00～

4/26(水)～5/12（金）
9:00～21:00
日・祝は17:00まで
5/12・19(金)
12日14:00～事前学習
19日 9:30～現地散策
5/14(日)
14:00～
（13:30開場）
5/20(土)
14:00～16:00

会場：三軒寺前広場（総合ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮ
ﾝ）
参加飲食店100店以上
＜お問合せ先＞
伊丹都市開発株式会社事業部
TEL：072-775-6727
平日9:00～17:00

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

要事前申込み
地震・津波の災害予想、宇宙誕生の解明…これらはスーパーコンピューター 参加費：800円（お茶・お菓子付）
（スパコン）で行われるようになってきました。そもそもスパコンとは何なのか。 定員28名 （中学生以上）
スパコンで我々の生活はどう変わっていくのか。皆さんに知ってもらえればと
思います。
＜チケット発売中＞
ラスタ映画倶楽部 「あなた、その川を渡らないで」
韓国の美しく小さい村の川のほとりで暮らす結婚76年目の98歳の夫と89歳の 一般：前売 800円・当日1,000円
妻。いつも笑い合い、支え合って愛に溢れた日々を送る二人に別れは刻々と 高校生以下・60歳以上
近づいてきます。実在する夫婦の姿を記録したこのドキュメンタリーは元々は
：前売 600円・当日 800円
小規模公開ではじまりましたが、瞬く間に感動が口コミで広がり、記録的大
ヒットとなりました。（2014年/韓国 上映時間は86分）
入場無料
<春・ラスタで マイギャラリー> ～気楽に作品展～
市民のかたの個性あふれる作品展をお楽しみ下さい。
出展無料・4/13(木)受付締切
あなたの“春”の季節感あふれる作品を飾ってみませんか。ジャンルを問わず
作品募集中！お子様の作品も大歓迎。

サイエンスカフェ伊丹 『超高速計算！スパコンの活用と挑戦』

要事前申込み
大阪府太子町にある聖徳太子と母と妻のお墓がある叡福寺やおばの推古天 参加費：600円（現地散策にかかる交
皇陵古墳、父の用明天皇陵古墳などがある王陵の谷と日本最古の国道と言 通費、入場料等は別途必要）
定員30名
われている竹内街道を歩きます。
入場無料
＜ラスタライトコンサート2017 ～待兼交響楽団～＞
関西を拠点に活躍する実力派のアマチュア交響楽団、待兼交響楽団によるク
ラシックコンサート。身近なホールでオーケストラの生演奏の迫力を体感して
みませんか。お楽しみに！
要事前申込み
サイエンスカフェ伊丹
参加費：800円（お茶・お菓子付）
『太陽の謎に挑む～最新の太陽観測からわかること』
地球にとってかけがえのない存在である太陽。そこには激しく変動する予想 定員28名 （中学生以上）
外の側面があり、人間社会に尐なからぬ影響を与えることがわかってきまし
た。最新の太陽観測が明らかにした太陽の姿を解説します。

ラスタ歴史サロン 『聖徳太子ゆかりの王陵の谷を歩く』

図書館

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

4/9（日）

絵本と音楽であそぼ！～春風にのって～

場所：ラスタホール2階 多目的ホール

10:30～

ぽぽんたさんと一緒に、春にちなんだ絵本や歌を楽しみましょう。

申込不要／参加無料 対象：幼児

4/9（日）

ＫＩＴＡ☆シネマ

4/22（土）
10:00～
13:30～

北分館フェア

場所:北分館 申込不要／参加無料

「ミニさがしっこ絵本をつくろう！」

定員:各回20名（先着順）

ページの中からさまざまなものを探していく「さがしっこ絵本」を作ります。

対象：小学生

4/23（日）

しかけ絵本の展示

場所：ことば蔵1階ぎょうじのへや

10:30～16:00

とびだす絵本、おもしろ絵本などのしかけ絵本の展示

申込不要／無料 対象：一般

4/23（日）

絵本であそぼ！～牛乳パックでくるまをつくろう～

13:30～

絵本のよみきかせと牛乳パックを使った工作

場所:4/9(日)きららホール2階会議室
5/14（日）3階多目的ホール
5/14（日）
ＤＶＤの上映会
申込不要／参加無料 対象：一般
いずれも13:30～
4/9（日） 「天才執事ジーヴス ｖｏｌ.1 」（102分 2013年 イギリス）
定員：4/9（日）50名、5/14（日）120名
5/14（日） 「小林一三（ＮＨＫＤＶＤ 経世済民の男）」（115分 2015年 日本） （先着順）
4/15（土）～2018/3/17 コトバーシティ英語読解講座
場所：ことば蔵
（土）
日本語から英語へ、英語から日本語への双方向解説型英語講座を開講しま 申込不要／参加無料
毎月第3土曜日
す。「英語楽習」をコンセプトに、日本の名作の英語版などをテキストにしたユ 定員：40名（先着順）
14:00～
ニークな講座です。講師は元高校英語科教員の濵昌央さん。

4/28（金）

ことば蔵でﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰ 「気軽に旅鉄講座『鉄道旅の楽しみ方』」

場所：ことば蔵1階多目的室2
4/4（火）から電話・来館で申込
参加無料 定員：40名（先着順）
対象：幼児（保護者同伴）・児童
場所：ことば蔵

18:30～

伊丹発の旅プランや、プレミアムフライデーを活かした旅プラン、清酒発祥の

申込不要／参加無料

地・伊丹にちなんだ飲める鉄道旅行の楽しみ方などを紹介。
4/29（土・祝）

楽しい菜園ライフ

13:00～

自分で作った新鮮な野菜を食べて、春夏秋冬、自然のリズムを感じませんか。 4/15（土）から電話・来館で申込

場所：ことば蔵地下1階多目的室1

菜園歴約40年の菜園研究家・高堂敏治氏を講師にお招きして、

参加無料 定員：50名（先着順）

有機野菜の魅力を楽しくわかりやすくお話しいただきます。

対象：一般

4/29（土・祝）

図書館を探検しよう

場所：神津分館

14:30～

図書館の中でクイズの答えを探して見つけよう

申込不要／参加無料 対象：児童

5/2（火）

おはなし会

場所：神津交流センター1階ゆうぎしつ

10:30～

読み聞かせ・手あそびなど

申込不要／参加無料 対象：幼児

5/21（日）

大人のための朗読会

場所：ラスタホール3階講座室

14:30～

朗読グループ「赤とんぼ」による朗読をお楽しみください。

申込不要／参加無料 対象：一般

ことば蔵ギャラリー

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/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/（市公式ＨＰ）
℡ 784-8170(「ことば蔵」交流事業･貸室担当)

4/11（火）～4/16（日）

第41回働美協会展

絵画・写真・書・工芸

4/19（水）～4/23（日）

笹本榮 能面作品展

能面

5/16（火）～5/21（日）

第41回有岡彩游会 作品展

絵画

5/23（火）～5/28（日）

サロン・ド・アミチェ展

絵画

※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。

青少年センター
5/10(水)～9/27(水)
毎週水曜日 全20回
19:00～20:30
8/16(水)休み

スワンホール内
伊丹市昆陽池2-1 月曜休館（祝日の場合翌日休館）
http://hccweb1.bai.ne.jp/swanhall/ ℡ 072-779-5661

場所：スワンホール1階 第1会議室
夜間チャレンジスクール「手話講習会」
初心者歓迎 入門講座としてていねいに進めます。あなたの世界を広げてみ 対象:市内在住在勤在学の10～39歳
定員:20名
ませんか。
受講料:1,000円(5/10（水）集金）
希望者へは、テキスト(3,240円)を販売します。
申込期間:4/6(木)～4/19(水)
申込方法:来館または電話

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

電話で随時

4月 花びら めがね

作 矢野 富子さん

電話番号 ７７３－０８７４

おはなし

5月 フリルちゃん

作 はせがわ のりこさん

http://www.itami-danjo.jp

4/8(土)13:30～15:00
5/4(木・祝)10:00～
14:00

Ｇセンわくわくこども教室

参加無料。予約不要。

身近な材料で、工作を楽しみませんか？

対象:幼児・小学生とその保護者

4/8・5/13（土）

パソコンヘルプデスク

14:00～16:00

講師：伊丹ＩＴ倶楽部

4/15・5/13（土）
14:00～15:30

講師：井上 一朗さん（伊丹市連合婦人会ｶﾅﾘﾔｴｺｰ指揮者・法専寺住職）

参加費:200円
持ち物:ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ、電源ｺｰﾄﾞ、ﾏｳｽ
定員:10名（先着順）
申込:電話又は直接
参加費:300円（ドリンク付き）
対象:テーマに関心のある方
申込:電話又は直接

①4/17（月）
②5/15（月）
10:00～

歌声サロン

参加費:全5回（1回500円）
対象:ﾃｰﾏに関心のある方20組（先着
①『ＨＡＰＰＹｽﾄﾚｯﾁ』夜泣き・寝かしつけに最適！講師：堀井 千夏さん
順）
②『ﾋﾟﾗﾃｨｽで産後ｹｱ』産後の骨盤をｹｱしましょう！
講師:山田百合子さん(理学療法士) 申込:電話又は直接
参加無料。
ツインズひろば
対象:双子以上の子どもと保護者(子ど
①「はじめまして！よろしくね！」
もは3才まで) 、双子以上の多胎児を
②「ツインズのマネープラン」ゲスト：ファイナンシャルプランナー
出産予定の妊婦さん10組（先着順）
申込:電話か直接
雨天決行
「こどもまつり」
詳しくは直接お問い合わせを
ステージ・模擬店・その他 楽しい催しものが待ってるよ!

0歳ﾍﾞﾋﾞｰのＨＡＰＰＹ子育て

①4/21（金）
②5/20（土）
10:00～11:30

5/4（木･祝)
10:00～14:00
5/19（金）
10:00～11:30

やさしい心理学～自分のことが好きですか？～
講師：教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・心理ｶｳﾝｾﾗｰ 横家 佳子さん

伊丹市昆虫館
4/12（水）〜6/19（月）

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）
開館時間 9:30〜16:30（入館は16:00まで）
http://www.itakon.com/
℡ 072-785-3582

プチ展示「ちょうのくらし」
チョウの成長や生態・飼い方について、わかりやすく展示いたします。
会場：2階学習室

5/17（水）〜7/3（月）

企画展「ぶんぶんミツバチ」
魅力あふれる、ミツバチの奥深い世界に皆さんをご招待いたします。
会場：2階第2展示室

文化振興課

季節の呈茶 伊丹市茶道協会による呈茶

10:00～15:00

伊丹市公館「鴻臚館」の立礼席でお抹茶と季節の和菓子をお楽しみ頂けま
す。椅子での呈茶ですのでお気軽にお越しください。担当：武者小路千家

4/23（日）
14:00開演

＜入館料＞
大人 400円
中・高校生 200円
3歳〜小学生 100円
0〜2歳 無料
伊丹市内在住・在学の3歳〜中学生
は無料（要証明書）

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

4/22(土)
(受付は14:30まで)

参加費:全8回(3,500円・1回500円)
対象:ﾃｰﾏに関心のある方20名
申込:電話又は直接

会場：緑ヶ丘公園内 鴻臚館
一席500円（季節のお菓子付）

会場：いたみホール6階 中ホール
伊丹市茶道協会講演会「世界の茶の文化」
日本茶インストラクター･日本茶アドバイザー専任講師で、株式会社福寿園の 申込み：4/5（水）から電話にて受付
参加費無料 先着20名
吉永清志氏による講演会。

