2017

6・7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。
6/16（金）
19:00～

S席一般：4,500円、S席学生：3,500円
アストル・ピアソラ 没後25年特別企画
A席一般：4,000円、A席学生：3,000円
メモリアルコンサート「ピアソラに馳せる想い」
ピアソラ最後のピアニスト Pablo Ziegler ヌエヴォ タンゴ アンサン （学生券は、中学生以上の方は当日
入口で学生証提示）
ブル
タンゴの革命児アストル・ピアソラの黄金期を支えたピアニスト、パブロ・シー
グレルの来日公演です。

6/24（土）
11:00～/14:30～

全席指定☆

大人：2,900円
完全オリジナルストーリーの、レーザーなどを駆使したアクションステージ。エ 子ども（中学生以下）：1,900円
3歳以上有料。3歳未満は膝上鑑賞無
グゼイド他、歴代の仮面ライダーも登場。対象商品購入者限定で仮面ライ
料。
ダーとの握手会も行います。
全席指定
7/9（日）
キエフ・クラシックバレエ チャイコフスキー夢の3大バレエ名場面集 3,800円
12:30～/15:00～
ウクライナの真珠と評される、30年以上の歴史を持つ名バレエ団が来日。子 4歳以上入場可。
どもから大人まで楽しめるステージ！チャイコフスキーの傑作「くるみ割り人 全席指定
形」「白鳥の湖」「眠れる森の美女」から選りすぐりの名場面を集めた華やかな
プログラムを上演いたします。
7/15（土）
入場無料 （整理券なし）
市民ピアノリレーコンサート2017
9:30～19:00（終演時間 3台のピアノと約100組の奏者が登場！ソロ演奏だけでなく、連弾、 2台のピア 全席自由
は予定）
ノを使った演奏、サックスとの共演など。12:00頃からロビーコンサートも。

仮面ライダースーパーライブ2017

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。
6/5（月）
19:00～

文化サロン"話題探訪"
｢Kobe INK物語 開発秘話と最新万年筆事情」

受講料：1,500円

講師：竹内直行（ナガサワ文具センター商品開発室室長）
色彩豊かな街“神戸”の景色をテーマに生み出された万年筆用の「Kobe INK
物語」。各地での取材を繰り返して作られたインクは60色以上。神戸発のイン
クが人に温かさを伝え、手書き文化を広げるきっかけになった開発秘話を。

6/25（日）

“HAPA MELE HULA HOU” ～ミュージック＆フラ コンサート～

前売：一般5,000円／学生4,000円

15:00～

出演：バリー・フラナガン（ギター・ウクレレ・ヴォーカル）、ロン・クアラアウ（ギ
ター・ウクレレ・ヴォーカル）、タービン・マキア（ベース・ヴォーカル）、ラダー
シャ・ホオフリ（フラダンサー） ほか ゲスト・ハラウ（フラグループ）

（当日各500円増・全席指定）☆
残席わずか！

曲目：カ・ウルヴェヒ・オケカイ、レイ・ピカケ、クウ・レイ・アワプヒ ほか
ハワイの音楽シーンをリードし、日本のフラ・ファンから絶対的な支持を受ける
ギター・デュオHAPA（ハパ）の来日公演！ハワイアンミュージックとフォーク
ロックがミックスした独特の旋律と美しいハーモニー。ダンサーによる癒しのフ
ラとともに、ハワイアンテイスト溢れるコンサートをお届けします。
7/28（金）
18:00頃～

応募締切：6/30（金）
要申込書。当日消印有効（持参の場
伊丹市民オペラでは、2018/3/25（日）いたみホールにて第32回定期公演『セ 合は21:00まで）
ヴィリアの理髪師』（全2幕・イタリア語・日本語字幕あり）を開催するにあたり、 合唱参加費：10,000円（楽譜付き・
合唱団員を募集します。あなたも総合芸術であるオペラの舞台に立ってみま オーディション受験は無料）
せんか？

第32回伊丹市民オペラ定期公演
G.ロッシーニ作曲『セヴィリアの理髪師』"合唱団員オーディション"

☆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。

工芸センター
登録受付中

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

詳細は工芸センターまで
伊丹国際クラフト展『ジュエリー』の作品を募集しています。素材にこだわらな 応募登録締切：8/8（火）
い、新しい時代のジュエリーをお待ちしています。応募資格は問いません。
応募方法詳細は、工芸センターホームページをご覧ください。
場所：旧石橋家住宅1階
伊丹郷町クラフトショップ 『父の日フェア』

「2017伊丹国際クラフト展」 主題『ジュエリー』作品募集中

6/3(土)～6/18(日)

父の日の贈り物に、他では見つけられない素敵な作品はいかがですか？
6/24(土)～8/31(木)

伊丹郷町クラフトショップ 『ガラス・風鈴フェア』

場所：旧石橋家住宅1階

涼しげなガラスの器や、心地よい音色の風鈴で、暑い夏を快適に！
7/1（土）～8/13（日）

7/15（土）募集開始！
初心者大歓迎！
工芸クラブ会員
年会費：3,000円

「ITAMI GLASS COLLECTION 『情熱』のかたち展」

場所：伊丹市立工芸センター

工芸センターが所蔵する国内外のガラス作家による作品をご紹介します。ガ
ラス素材ならではのユニークな表現をお楽しみください。

入場無料

糸染めと手織講座「身近な草木で、お気に入りのひと品を」

受講料：30,000円
（会員24,000円）
染色材料費500円
その他糸代等別途必要

染色：9/2・9(土) 手織：11/11(土)～Ｈ30.1/13(土) 毎週土曜日 全10回
10:30～16:30 講師：やまこしかずよ（染織作家）
身近な植物での糸染めと、その糸を使用した手織の講座です。
8/19（土）経験者対象の相談会あり。

陶芸講座
9/3（日）～10/22（日） 毎週日曜日 全8回 14:00～16:30
講師：馬川晴美（陶芸家・昆陽陶房主宰）
日々の暮らしを豊かにしてくれる器を手作りしてみませんか？

手織講座「初めての手織＆裂織・つづれ織」
9/6(水)～10/26（木） 水・木曜日 全16回 10:30～16:30
講師：林塔子（染織作家）
初めての方にもぴったり！思い出の布を素敵に再利用しましょう。

染色講座
9/12（火）・18（月・祝）、10/3（火）・9（月・祝） 全4回 10:30～16:30
講師：井関和代（元大阪芸術大学工芸学科教授）
深い知識を得るならこの講座。中・上級者向きです。

銅版画講座
9/16（土）～11/4（土） 毎週土曜日・全8回 10:30～13:00
講師：山本善一郎（大阪芸術大学美術学科准教授）
実験的要素の多い、おもしろ講座。試行錯誤してオンリーワンの作品を！

デッサン体験講座
9/24(日) 10:30～13:00 講師：中田憲男（画家）

デッサン講座「とことん描こう、デッサンと水彩画」
10/8(日)～Ｈ.30.1/21(日) 毎週日曜日 全12回 10:30～13:00
講師：中田憲男（画家） デッサンはもの作りの基礎です！
11/26（日)までの全8回コースもあり

受講料：16,000円
（会員12,800円）
材料費：土代1,000円／1㎏（焼成代込
み）
受講料:48,000円
（会員38,400円）

受講料：16,000円
（会員12,800円）

受講料：18,000円
（会員14,400円）
材料費：初受講者 3,500円
受講経験者 1,500円
参加費：500円
持ち物：筆記用具・カッターナイフ
受講料：12回コース24,000円（会員
19,200円）
8回コース16,000円（会員12,800円）
材料費：紙代等別途必要
詳細は工芸センターまで

7/21（金）

『夏休み1日クラフト教室』

～8/18（金）

今年も夏休み期間中に様々な教室を開催いたします。
6/18（日）より受付開始！
陶芸でマグカップを作ったり、本格的な篆刻（てんこく）ではんこを作ったり…。
全て、その道で活躍するプロの工芸作家が講師です。お子さまだけでなく大
人の方も楽しんでいただけます。

伊丹郷町館
通年

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

旧岡田家住宅・酒蔵、旧石橋家住宅では、イベント・音楽コンサート・展示等、 詳細は伊丹郷町館まで
貸館としてご利用いただけます。予約は6ヶ月前から可能です。

伊丹市昆虫館
開催中〜7/3（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）
http://www.itakon.com/
℡ 072-785-3582

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

6/21（水）〜8/31（木）

プチ展示「昆虫採集＆標本作製道具」
昆虫採集と標本作りを楽しむための道具と使い方を紹介します。
会場：2階学習室

7/12（水）〜8/31（木）

特別展「いたこんパラダイス」
虫となかよく!人とたのしく!がキーワードの楽しい企画です｡
会場:2階第2展示室

＜開館時間＞
9:30〜16:30（入館は16:00まで）
＜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）

美術館
6/4（日）〜6/18（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
入場無料

平成29年度 伊丹美術協会展
洋画・日本画・写真・書・彫塑・工芸・デザインと、会員による多彩な芸術を紹
介いたします。

一般

800（700）円

7/8（土）〜

O JUN×棚田康司 「鬩（せめぐ）」

8/27（日）

クレヨンや油彩など様々な画材を用いて具象的なモチーフを描きつづける画 大高生 450(350)円
家・OJUN（オウジュン, 1956- ）と、「一木造り」という日本古来の木彫技法に 中小生 150(100)円
よって神秘性ある尐年尐女を彫りつづける彫刻家・棚田康司（1968- ）による
二人展。新作を含む約150点の展示や公開制作など、日本現代美術を牽引す ( )内は20名以上の団体割引料金
る両作家の共演をお見逃しなく。

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。
6/10（土）14:00
19:00
6/11（日）11:00
15:00
6/24（土）18:00
6/25（日）11:00
15:00
7/6（木）19:30
7/7（金）19:30
7/8（土）15:00
7/8（土）19:00
7/9（日）13:00
7/9（日）17:00

次世代応援企画break a leg 無名劇団『無名稿 侵入者』

【日時指定・自由席】

日本の近代文学を独自の解釈で再構築する「無名稿」シリーズの最新作。今 一般2,800円（当日3,000円）
回は、自身の戦争体験を色濃く反映させた小説家・梅崎春生の短編をモチー 学生1,500円（当日1,800円）
フに現代社会の不条理を描きます。更地にぽつりと建った一軒屋。その家主
高校生以下500円（前売・当日とも）
である「私」の下に、見知らぬ人物が次から次へとやってきて・・・。
【日時指定・自由席】
次世代応援企画break a leg 劇団あおきりみかん『つぐない』
東海で屈指の人気を誇る実力派劇団が、満を持して挑む関西公演！ 罪の 一般2,800円（当日3,300円）
意識を持たず、人のものを惜しみなく奪ってきた“わたし”は、ある日「悪いと思
わなくても、つぐないをしろ」と言われ･･･。人の残酷な心理や切ない業を、笑 学生1,500円（当日2,000円）
いとユーモアたっぷりに描きます。
【日時指定・自由席】
ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演
いいむろなおきマイムカンパニー『butterfly effect -ﾊﾞﾀﾌﾗｲ ｴﾌｪｸﾄ-』 一般3,000円（当日3,500円）

国内外で活躍する注目のマイムカンパニーが、新作を引っさげアイホールに 高校生以下2,000円（前売・当日とも／
登場。“北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起こる･･･”。そんな、些細な いいむろなおきマイムカンパニーの
出来事の連鎖が大きな変化をもたらす可能性を、さまざまなイメージを繋いで
み取り扱い）
描きます。
7/22（土）11:00
【日時指定・自由席】
平成29年度公共ホール演劇ネットワーク事業
15:00
おとな2,500円
「みんなの劇場」こどもプログラム『とおのもののけやしき』
7/23（日）11:00★
おばあちゃんが亡くなって残された昔の道具たち。夏休みのある夜、蔵の中 こども（3歳以上中学生以下）1,000円
★終演後、ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂ に閉じこめられた小学生の兄妹の前に､“もののけ”がワンサカあらわれた。 おとな＆こどもペア3,000円
ｱｰを開催。詳細はｱｲ 次つぎと出される、知らない道具のなぞを解いて、二人の脱出作戦が始ま
（3歳未満のお子様は保護者1名につ
ﾎｰﾙWEBｻｲﾄ。
き1名まで膝上鑑賞無料。）
る！
家族みんなで楽しめる演劇作品が好評につき、待望の再演。コワくてオモシロ
イ夏のおしばいをどうぞお楽しみに。

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

6/11(日）
13:30～15:00

参加費:300円（お菓子付）要事前申込
高齢者いきがいづくり「いきいきシルバーのつどい」
講演「口腔ケアで健康！」の他、フラダンスや新舞踊の踊りが披露されます。 定員：70名 対象:65歳以上の方
申込受付中（先着順）

7/27（木）

おはなし大好き 演遊舎の「ピクニックに行こう!」

14:00～15:00

親子でかんたんな劇遊びやふれあい遊びをしながら、
お話しを楽しみます。

7/30（日)
10:00～16:00

ガンバるママへご褒美フェスタ Happy Mammy

7月～8月

夏休み子ども向け講座「きららキッズすくーる」
・作ってみよう！

参加費：1組600円 定員：30組
対象：未就学児とその保護者
申込：7/6(木)～（先着順）
入場無料

ママたちによるママのためのイベントです。子どもたちも参加できるワーク
ショップなど、魅力あるブースがたくさん並びます！

7/24(月)きらきらスノードーム、7/31（月）石けんづくり体験、
7/31（月）和紙ちぎり絵教室、8/4（金）ジェルキャンドル体験、
8/8（火）もふもふ♪モスペットを作ろう！､
8/25（金）UVレジンで小物づくり、8/28(月)押し花教室
・お料理しよう！
7/28（金）手打ちうどんをつくってみよう、8/24（木)こどもパン教室

・自由研究に役立てよう！
7/24（月）夏休み科学実験教室～ホバークラフトづくり～

・親子で参加しよう！
7/29（土）おやこ木工教室（宝箱をつくろう）、8/31（木）おやこパン教室

〈一斉受付〉（先着順）
6/18(日)9:30～直接来館にて受付
13:00からは電話受付も可
開催時間、受講料、材料費
などの詳細はきららホールへ

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）
6/3（土）～6/25（日）

7/8（土）～8/27（日）

一 般 200円(160円)
小企画展 「没後35年 岡田柿衞」
本年は、柿衞翁の没後３５年にあたります。
大高生 100円( 80円)
柿衞翁の収集したコレクションを中心に､柿衞翁の俳諧研究の足跡をたどりま 中小生 50円( 40円)
す｡
（）内は20名以上の団体料金

小企画展 「あやしの俳諧」
妖怪文化が花開いた江戸時代、鬼に幽霊、変化、奇獣などの妖しきものは俳
諧の題材としても大活躍。恐ろしく、美しく、時には戯画化されて生き生きと詠
まれた句を一挙に紹介します。

6/17(土)14:00～
7/15(土)10:30～

かきもり文化カレッジ
○男の句会コース
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。

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）

6/24・7/22(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
一
般 1回 1,800円
芭蕉生前に刊行された唯一の俳論書「葛の松原」を通して、芭蕉の作品世界
友の会会員
1回 1,000円
を読み解きます。
要申込 要資料代
○研究コース 坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯
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、柿衞翁
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。

6/2・7/7(金)
13:30～

○鑑賞コース
資料でたどる伊丹の江戸時代

6/27(火)
13:30～
7/25(火)
13:30～

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

講師 柿衞文庫顧問 今井 美紀

直筆で楽しむ－花鳥風月・春
講師 柿衞文庫館長 岡田 麗

文化振興課

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

6/3(土)・4(日)
10:00～17:00

第31回 伊丹いけばな展

6/3(土)・4(日)

市民茶会 いけばな展と同時開催

10:00～16:30

伊丹市茶道協会による呈茶

（受付は16:00まで）

3日（土）煎茶席 湖月菴流 4日（日）抹茶席 表千家

1席500円（季節のお菓子付）

金曜日コース
6/16、30(全金曜日)
土曜日コース
6/17、7/1（全土曜日）
いずれも10:00～11:00

いけばなを習ってみませんか （いけばな入門講座）

会場：いたみホール3階大会議室
参加費：各コース3,000円(全2回分の
花代・受講料として)
定員：各14名（先着順）
申込：電話で受付中

7/24(月)･31(月)・
8/7(月)・21(月)・27(日)
抹茶コース
1部10:00～11:15
2部11:35～12:50
煎茶コース
10:00～11:15

伊丹市いけばな協会の7流派によるいけばな約90作品の展示。今回は「颯」
をテーマに会場を春のお花で彩ります。

日本3大芸道の1つ､いけばなを楽しく学ぶ入門講座です｡初心者を対象とした
入門講座ですので､いけばなの道具持参は不要！気軽にご参加いただけま
す｡今回は伊丹市いけばな協会に所属する遠州流､草月流(金曜日コース)､未
生流中山文甫会､未生流(土曜日コース)のいけばなを体験できます｡
【持ち物：筆記用具・新聞紙・ビニール袋・雑巾】
〈講師〉伊丹市いけばな協会会員 遠州流･草月流･未生流中山文甫会･未生
流

会場：いたみホール
入場無料
会場：いたみホール
地下1階多目的ホール

会場：いたみホール4階和室
対象：市内在住・在学の小学1年生～
中学3年生
参加費：2,500円(全5回分。お茶・お菓
子代込み)
定員：抹茶コース 各20名、合計40名
煎茶コース 20名
宛先：〒664-8503 伊丹市千僧1-1
市文化振興課「こども茶道教室係」
9/2･9・16・10/14・21・ こどもいけばな教室★親子でいけばなを楽しく学びましょう★
会場：アイホール3階カルチャールー
11/4・18
ムB
★初心者大歓迎♪親子でいけばなを楽しく学びましょう★
(全土曜日)
いけばなの道具持参は不要です！保護者の方も入室していただくことができ 対象：小学1年生～中学3年生
低学年クラス（小学1年 ますので、いけばなを学ぶお子様の様子を間近でご覧いただくこともできま
参加費：6,000円(全7回の花代・保険
生～小学3年生）
代として)
す。初心者大歓迎の教室ですので、是非気軽にご参加ください。
10:00～11:00
定員：低学年クラス（小学1年生～小
〈講師〉伊丹市いけばな協会会員（7流派が交替で担当します）
高学年クラス（小学4年 申込：往復はがきに、氏名（ふりがな）、学校名、学年、住所、電話番号を書い 学3年生）20名
生～中学3年生）
高学年クラス（小学4年生～中学3年
て7/14（金)必着で右記の宛先へ。応募多数の場合は抽選いたします。
11:15～12:15
生）20名
宛先：〒664-8503 伊丹市千僧1-1
市文化振興課「こどもいけばな教室
係」

こども茶道教室★茶道をたのしく学んでみましょう★

夏休みの期間中、茶道を楽しく学べる全5回の講座です。最終日には保護者
の方の観覧日も設けてありますので、茶道を学ぶお子様の様子をご覧いただ
くこともできます。
〈講師〉伊丹市茶道協会会員（抹茶：武者小路千家 煎茶：湖月菴流）
申込：往復はがきに、氏名（ふりがな）、学校名、学年、希望コース（抹茶コー
スご希望の方は希望時間帯を明記）、住所、電話番号を書いて6/30（金)必着
で右記の宛先へ。応募多数の場合は抽選いたします。

宮ノ前3-7-4 月曜休館、第1木曜（祝休日の場合は除く）・特別整理期間(6/13～6/18)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）、毎月月末、特別整理期間(6/22～6/27)休館 ℡770-0519
☆南分館は火曜(祝休日の場合は翌日）、毎月月末、特別整理期間(5/31～6/5)休館 ℡781-7333
☆神津分館は月曜(祝休日の場合は翌日）、第1木曜（祝休日の場合は除く）、特別整理日休館 ℡764-5991
☆西分室は月曜、第1木曜(祝休日の場合は除く)、特別整理日休館
℡784-8021

図書館
6/2（金）

おとなが愉しむおはなし会

場所：ことば蔵1階ぎょうじのへや

13:30～

大人向きの絵本の読み聞かせ

申込不要/参加無料 対象：15歳以上
定員：30名（先着順）

6/4（日）

知的書評合戦ビブリオバトル 歴代年間チャンプ決戦

場所：ことば蔵1階交流フロア

14:00～

おすすめ本のプレゼンを競い、観客の投票でチャンプ本を決定。
過去5年間の年間優勝者が集結し、歴代最優秀チャンプを決定します。

申込不要／観覧自由

6/6、7/4(火)

おはなし会

場所：神津交流センター1階ゆうぎしつ

いずれも10:30～

読み聞かせ・手遊びなど

申込不要／参加無料 対象：幼児

6/10（土）

記念講演「田辺聖子・尐女時代の作品 ～『十七のころ』を読む～」

6/12（月）

場所：ことば蔵1階交流フロア
今年で開館10周年を迎える大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館副館長の中 申込不要／参加無料
周子さんが、ことば蔵名誉館長・田辺聖子さんが樟蔭女子専門学校時代に書
いた未発表小説「十七のころ」を分かりやすく解説します。
場所:きららホール2階201会議室
絵本のとびら

15:30～

大型絵本や紙芝居、わらべうた

対象：なし 申込不要／参加無料

6/18（日）

おたのしみ会

場所：北分館ぎょうじのへや

14:30～

パネルシアターやあやとりであそぼう！など

対象：2歳～ 申込不要／参加無料

6/20（火）

この本読んDay

場所：神津分館 申込不要

10:30～、15:30～

おすすめ本の中から、好きな本を読み聞かせします。

参加無料 対象：小学生以下

7/1（土）

ことば蔵開館5周年記念シンポジウム

14:00～

場所：ことば蔵1階交流フロア
「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー」の選考委員で図書館専門誌などを発行する 申込不要／参加無料
アカデミック・リソース・ガイド(株)代表取締役の岡本真さんが、市民と行政、図
書館員が協働して、日々の小さな実践を通して図書館の魅力を引き出す方法
を全国の図書館の具体例から紹介し、地域を変えて人を育てる「未来の図書
館」へと向かう道を一緒に考えます。
＜第1部＞記念講演「未来の図書館、はじめませんか？」
＜第2部＞交流フロア運営会議「未来のことば蔵」

＜第1部＞14:00～
＜第2部＞15:30～

7/2（日）

絵本と音楽であそぼ！～星空を見上げて～

場所：ラスタホール

10:30～

ぽぽんたさんと一緒に七夕にちなんだおはなしや歌を楽しみましょう。

申込不要／参加無料 対象：幼児

7/22（土）

納涼おはなし会

場所：南分館ぎょうじのへや

15:00～

トンネルをくぐるとそこは不思議でこわーいおはなしの世界。

申込不要／参加無料 対象：小学生

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/（市公式ＨＰ）
℡ 784-8170(「ことば蔵」交流･貸室担当)

6/20（火）～6/25（日）

松村写友会 第6回写真展「私の目線」

写真

6/28（水）～7/16（日）

zineフェスⅡ作品展

手作り冊子展示

6/28（水）～7/16（日）
7/25（火）～7/30（日）

「小林杖吉と私立伊丹図書館」～ことば蔵の原点～
伊丹フォトカルチャークラブ写真展

資料展示
写真

※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。

博物館
開催中～6/18(日)

春季テーマ展

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13「御願塚」

入場無料

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。
7/15(土）
～9/10（日）

夏季企画展「戦国時代の城 ～伊丹を中心に～」
永禄11年（1568）9月26日に織田信長が足利義昭を奉じて京都に入り、翌27
日に三好三人衆が支配する摂津の制圧に取りかかり始めた頃から、荒木村
重が天正6年（1578）に信長に対して謀反を起こし、有岡城が落城した頃まで
の激動の時代をとりあげます。
その時代の中で、城の構造や城での人々の生活がどのように変化していった
のかを、縄張りや出土遺物を中心に紹介します。

入場無料

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

6/10(土)

ラスタ朗読公演 ～ラスタ朗読ワークショップ発表会～

予約不要

14:00開演

演目：『鬼ばばあ』(作/江國香織)・『登世の恋』（作/朝井まかて）
ラスタ朗読ワークショップの受講生による朗読劇。趣の異なる2作品で、日本
語の響きと朗読の楽しさを味わってください。

無料

6/11(日)
皆でつくる歌声コンサート
14:00開演（13:30開場） みなさんが主役のコンサート。｢懐かしの歌を皆で歌おう｣講座の受講生と一
緒楽しく歌いませんか。
6/12・7/10(月)
10:00～11:30
7/8(土)
①10:00～
②14:00～
③18:00～
7/16(日)
14:00開演予定
7/23(日)
14:00開演
（13:30開場）

要事前申込
子育て中のファイナンシャルプランナーから、ママ目線ならではのミニセミナー 参加費：800円
を聞いて、お金についての疑問・質問を話し合いましょう。今回はポイントをお 大学生以下のお子様をお持ちの保護
さえた家計の管理の仕方や家計簿の付け方など学んで実践してみましょう。 者10名
＜チケット発売中＞
ラスタ映画倶楽部「この世界の片隅に」
1944年、広島へ嫁いだ尐女が戦禍の激しくなる中、懸命に生きていく姿を描 一般：前売 800円
いたアニメ作品。戦争や昭和の日本を語り継ぐ作品として2016年の映画界で 高校生以下・60歳以上：前売 600円
（当日は、200円増）
話題に。「キネマ旬報」日本映画ベストテン1位。
予約不要
ラスタサマーコンサート
ラスタホールの音楽講座の受講生など、市民が主役となって演奏をお届けす 無料
るアットホームな手作りコンサート。

ママのためのマネーサロン 『家計管理を見直してみましょう』

＜チケット発売中＞
一般 ：前売1,600円当日2,000円
ソプラノ、チェロ、ピアノの心地よく優雅な音色・歌声が奏でる、世界の名曲の 高校生以下・60歳以上： 前売1,200円
数々をお届けいたします。白鳥、愛の挨拶、親愛の言葉、椰子の実、夜の女 当日1,600円
ソフトドリンクのサービス付
王のアリア、幻想即興曲 ほか。

ITAMIアーベントコンサートVol.88
＜ソプラノ・チェロ・ピアノで贈る世界の名曲＞

サンシティホール
6/4（日）
12:15～13:00

参加料:100円

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

パイプオルガン・プロムナードコンサート～ユーフォニアムとオルガン 会場:多目的ホール
が紡ぐ日本のメロディ～
入場無料、定員120名(当日先着順)
演奏者：ユーフォニアム安岡やよい オルガン田坂千禎
曲目:ふるさと、川の流れのように 他

全席自由

6/17（土）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～躍動の世界～

会場:多目的ホール

12:15～13:00

演奏者：オルガン白井淳子

入場無料、定員120名(当日先着順)

曲目:パッサカリア（Ｄ．ブクステフーデ） トッカータ（Ｇ．ムファット）

他

全席自由

7/2（日）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～ロマン派の響き～

会場:多目的ホール

12:15～13:00

演奏者：オルガン内山奈美

入場無料、定員120名(当日先着順)

曲目:前奏曲とフーガ ハ短調(メンデルスゾーン) ゴシック組曲(ボエルマン)
他

全席自由

7/2～8/6の日曜日
13:30～15:30

たのしい将棋教室 （各日曜日 全6回）
基本的なルールから実践まで

定員：30名 申込期限：6/23 (金)
対象：小学生以上の伊丹市民
受講料：無料

7/15(土）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～日本の抒情歌ｖｏｌ．10～

会場:多目的ホール

12:15～13:00

演奏者：ソプラノ池田美也子 オルガン木谷和子

入場無料、定員120名(当日先着順)

曲目:浜辺のうた 山小舎の灯 あの町この町 他

全席自由

7/22・29、8/19（全土曜 夏休み親子陶芸教室 （各土曜日 全3回）
日）10:00～12:00
1・2回目で作陶し、3回目で釉薬[うわぐすり]・絵付けをおこなう

定員：15組 申込期限：7/12 (水)
対象：市内在住の小学生と保護者
材料費：1人800円 （受講料は無料）

7/27（木）・28（金）

野外映画の夕べ

両日：入場無料

日没後

7/27(木)

ペット （アニメ）

(91分)

場所：サンシティホール 南芝生広場

（19:30～約2時間）

7/28(金)

パディントン

(95分)

（雨天時当館ホールにて）

7/29･8/5(土)

パイプオルガン体験教室（鍵盤楽器が演奏できなくてもＯＫです）

10:00～12:00

講師：7/29(土)瀬尾千絵 8/5(土)木谷和子 いずれか希望する1日
申込方法：往復はがきかＦＡＸ（072-785-2461）で①教室名（パイプオルガン体
験教室）・②受講希望日・③住所・④氏名・⑤年齢（学年）・⑥電話番号・ＦＡＸ
番号を明記して

会場:多目的ホール
定員:各20名 申込期限：7/15（土）
対象：市内在住の小学生以上（申込
多数の場合は抽選）
受講無料

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！

＜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
6/1（木）～7/9(日)
7/15（土）～

初夏のレギュラー投影 「たなばた星物語」
夏のレギュラー投影 「テーマ：恐竜時代」

＊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

6月：土星 ～雨の音楽をそえて～ 7月：流れ星 ～夏の音楽とともに～
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
6/4(日)～7/9(日)「たなばたのおはなし」
7/16（日)～「ほしぞら☆すいぞくかん」
6/11(日)14:25〜

ちょこっとサイエンス 「テーマ：磁石」

7/9(日)14:25〜

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

たなばたまつり

7/2(日)

たなばたのプラネタリウムや笹飾り工作など、１日中科学館であそぼう！
7/15(土)～

企画展「テーマ：恐竜科学おもちゃ」

青少年センター
7/21（金）
10:00～11:30
7/22（土）
10:00～11:30
7/23（日）
10:00～11:30
7/25（火）
10:00～11:30
7/28（金）
①10:00～11:30
②12:30～14:00
7/29（土）
①9:30～10:30
②11:00～12:00
7/30（日）
10:00～11:30

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

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

対象：小学1年生～4年生と保護者
夏休みキッズチャレンジ 「親子で楽しむ科学実験」
身近なものを使って、『電気を通すものや通さないもの』を予想し、実験を行い 受講料：1組300円
ます。
材料費：1組600円◆
対象：6歳以上のお子さんと保護者
夏休みキッズチャレンジ 「親子で茶道体験教室」
日本古来の『おもてなしの心』を学んでみませんか？茶道の基礎基本を習い 受講料：1組300円
ます。
材料費：1組700円◆
対象：小学1年生～6年生と保護者
夏休みキッズチャレンジ 「初心者のためのたのしい英会話」
すぐに使える日常表現を覚えて帰ろう。
受講料：1組300円
材料費：1組300円◆
対象：小学1年生～6年生と保護者
夏休みキッズチャレンジ 「親子でびっくり工作」
何を作るかは、お楽しみ。 親子で作る過程を楽しみましょう。きっと、友だちや 受講料：1組300円
先生もびっくりする作品になることでしょう。
材料費：1組600円◆
対象：小学1年生～6年生と保護者
夏休みキッズチャレンジ 「和菓子『練り切り』」
伝統的な和菓子です｡職人気分で手作り体験してみよう｡漉し餡(こしあん)に 受講料：1組300円
抹茶などの自然な素材を混ぜた餡(あん)を使い､優しい色合いを楽しみなが
ら､饅頭をつくります｡二つの時間帯のうち､都合のよい方でお申し込みくださ 材料費：1組800円◆
い｡

対象：小学1年生～6年生と保護者
受講料：1組300円
材料費：1組900円◆
対象：小学1年生～6年生と保護者
夏休みキッズチャレンジ 「親子で楽しむ図工教室」
目に見えない『空気』と親子で戯れてみませんか。そして、何ができるか（工 受講料：1組300円
作）を楽しみにしてください。
材料費なし◆
7/30（日）
対象：小学3年生～中学3年生
夏休みキッズチャレンジ 「親子手品教室」
（小学3・4年生は保護者同伴）
13:30～16:00
簡単な手品、ちょっと工夫を凝らした手品に挑戦してみましょう。手品を覚え
受講料：1組300円
て、みんなを驚かしてみてはいかがですか。
材料費：1組600円◆
◆青尐年センターの各事業の申込方法：6/24（土）～7/5（水）までに来館し、材料費をお支払いください。6/25（日）からはTELでも受け付けま
す。受講料は当日集金します。

夏休みキッズチャレンジ 「アイシングクッキーづくり」

自分でかわいい夏色の飾り付けで、オリジナルのクッキーづくりを楽しみま
す。二つの時間帯のうち、都合のよい方でお申し込みください。

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

6/10・7/8（土）

土曜子ども映画会

参加料：無料
申込：不要
6/10（土）は「けろけろけろっぴのガリバーの冒険」「ハローキティーのおやゆ
13:30～
び姫」、7/8（土）は「けろけろけろっぴのロビンフッド」「ハローキティーのしらゆ
きひめ」を上映します。
6/14、28、7/12、26
対象：0歳～就学前の子とその保護者
子育てサロン
（水）10:00～15:00
親子で集まって、工作体験や情報交換などをして一緒に楽しく過ごしません 参加料：無料
申込：不要
か？
6/14（水）は「歯の健康のおはなし」、6/28（水）は「ポプリケース作り」、7/12
（水）は「親子でリズムあそび」、7/26（水）は「ミニ水族館を作ろう！」をします。
6/18（日）10:00～12:00 おはなしカフェ
参加料:親子一組300円
申込：往復はがきに講座名・住所・電
「ぐりとぐら」の人形劇を観た後、親子でお菓子作りに挑戦しましょう！
話番号・参加者の親子の氏名・年齢を
記入のうえ、6/8（木）必着で公民館へ
7/22（土）
参加料：無料 申込：不要
公民館の夏まつり
11:00～16:00

おばけやしき、ゲームコーナー、工作コーナーなど。

当日直接会場へ

7/23（日）
11:00～14:00

第4回ストリートダンスコンテストin伊丹

入場料：無料
申込：不要
入退場自由

7/25（火）～7/28（金）

夏休み おもしろんご

チームコンテスト部門と学校対抗部門に分かれて開催。
クルーダンスバトル等も同時開催予定。

参加料：無料 定員：30名
人として､より良く生きていくためにはどうすればいいか､｢論語｣全般に流れて 申込：7/1（土）から直接 ◎
いる知恵を読み解きます｡おじいちゃんもおばあちゃんもちびっ子もだれでも 来館・電話・FAXで
みんな同級生｡
◎一時保育あります。対象は1歳半以上就学前まで。保育料は一人一日350円。講座開始10日前までに要申込み。
10:00～11:00

女性・児童センター

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

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

6月 赤ちゃんカマキリ 作 山根 真奈美さん

電話番号 ７７３－０８７４

7月 アフリカが見えた 作 たかい くにこさん(ﾍﾟﾝﾈｰﾑ)

http://www．itami-danjo.jp

6/10、7/8（土）

パソコンヘルプデスク

14:00～16:00

講師：いたみＩＴ倶楽部

6/11(日)13:30～15:00
・7/17（月・祝）
16:00～19:00

Ｇセンわくわくこども教室

参加費:200円 持ち物:ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ
（Excelのｿﾌﾄが入っているもの）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

6/16(金)、7/22（土）

ツインズひろば

10:00～11:30

6/16（金）「手作りおもちゃであそびましょう」

講師：手作りおもちゃ等研究会「ビタミンＸ」

7/22（土）「大きくなったﾂｲﾝｽﾞに聞いてみよう」 ｹﾞｽﾄ：双子ﾋﾟｱﾉﾃﾞｭｵ堂本兄弟
6/17・7/15(土）
14:00～15:30

おはなし

「歌声サロン」 歌であいましょう！
指導：井上一朗さん(伊丹市連合婦人会ｶﾅﾘｱｴｺｰ指導者・法専寺住職）

6/17（土）

親子でチャレンジ

10:30～12:30

パパとこどもでお料理して、一緒に食べます！

6/18・7/16(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｣

6/23(金)
10:00～12:00

「お片づけ はじめの一歩～やる気が湧いてくる片付けのｺﾂ～」
講師:山口あやさん(整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ＆親・子の片付けﾏｽﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ)

参加無料 対象:多胎児親子10組（3歳
まで）又は出 産予定の方 申込:直接
又は電話
参加費:300円（ドリンク付き） 対象:ﾃｰ
ﾏに関心のある方50名（先着順） 申込:
電話又は直接
対象:男性保護者とそのこども（小学
生)12組 材料費:1名500円
参加無料、直接センターへ
対象:幼児・小学生とその保護者
参加費:500円 対象:テーマに関心の
ある方20名、託児あり 申込:電話又
は直接

①6/25(日)
参加費:1回500円 対象:2･3歳児と男
「にちようびはパパとあそぼ！」
10:00～11:30
性保護者15組 材料費・持ち物等詳
①｢パパといっしょにおやつ作り｣講師：岸田梨枝子さん(保育士）
②7/23(日)9:00～10:00 ②｢パパといっしょにプールあそび」講師：柴田綾子さん(元ｽｲﾐﾝｸﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ) 細はセンターへ 申込:電話又は直接
7/3（月）

ようこそたなばたの部屋へ

11:00～16:00

七夕飾りを作ったり、短冊に願い事を書いて季節行事を楽しみましょう

7/6・13(木)10:00～12:00 「暮らしに活かすハーブのちから＆アロマストーン」
7/20(木)13:00～15:00

アロマクレイ オブジェづくり ドライバジルを入れたスイーツ
講師：内藤 一美さん(ハーブインストラクター)

7/17（月・祝）

Ｇセン夏の夕べ

16:00～19:00

今年もやります！おばけ屋敶！！ 手作りコーナー・水遊び・模擬店他

参加無料
対象:幼児・小学生とその保護者
参加費:全1,200円(1回500円） 材料
費別途 対象:ﾃｰﾏに関心のある方20
名(先着順)、託児あり 申込:電話又は
直接 詳細はｾﾝﾀｰへ
参加無料 対象:子ども・一般

