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10・11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 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。
10/1（日）
14:00～

10/18（水）
18:30～

11/3（金･祝）
10:00～

11/18（土）
14:00～

11/26（日）
14:00～

千住真理子 ヴァイオリン・リサイタル～スペシャルゲスト 千住明～ 一般3,500円
幻の名器、ストラディヴァリウス “デュランティ” の美しき音色！兄で作曲家 学生2,500円
全席指定☆
の千住明氏をゲストに迎え、兄妹ならではのトークも交えお届けします。
【出演】千住真理子（ヴァイオリン）、千住明（作曲家・スペシャルゲスト）、山洞
智（ピアノ）【予定曲目】J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番よ
り 第1楽章 アダージョ 、千住 明:風林火山 ～大河流々、他
会場:6F中ホール
Espacio 光の空 2017
タンゴを中心に活躍中のヴァイオリニスト柴田奈穂と、アコースティックギター 2,800円
を中心に独自の音作りで話題のファルコンによるデュオ、Espacio。今回のコン 全席自由☆
サートでは、スウェーデン音楽を基本としながらも、ジャンルを問わず幅広く活
躍しているパーカッショニスト渡辺庸介をゲストに迎え、トリオでの公演です。
1,000円（当日会場のみ）
バッカスフェスタ 第19回関西男声合唱祭
『清酒発祥の地・伊丹』で開催する約50団体による酒をテーマにした男声合唱 全席自由
の祭典！関西中のみならず愛知、東京からも男声合唱団が集結します。力強 問合せ：関西合唱連盟
06-6201-8030（平日13:00～17:30）
く響く男声合唱をお楽しみください。
S席/一般8,500円、学生6,500円
劇団四季ミュージカル『アンデルセン』
A席/一般6,500円、学生4,500円
あなたの街で紡がれる、世界が愛する「アンデルセン」の物語。
「人魚姫」「みにくいアヒルの子」「はだかの王様」・・・今なお多くの人々に愛さ B席4,500円 全席指定
れる童話を生み出した作家・アンデルセンが「物語の王様」になるまでを描い 学生券：3歳以上高校生以下（3歳未
満入場不可）
た劇団四季のミュージカル。大切な人と一緒にお楽しみください。
一般2,000円
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ ファミリーコンサート
0歳のお子様からご入場いただけます。指揮者体験や、一緒に打楽器で演奏 中学生以下1,500円
3歳未満は膝上鑑賞の場合無料
するコーナーもあり、ご家族でお楽しみいただけるプログラムが満載です。
全席指定
【予定曲目】「アルルの女」第2組曲からファランドール、日本昔ばなしセレク
ション、おもちゃのチャチャチャ、コパカバーナ、他

☆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。

美術館
開催中
〜10/22（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 700（600）円
明治後期に活動した京都の七宝家・並河靖之（1845-1927）は、国内外の博 大高生 350(250)円
覧会で数度受賞し、帝室技芸員にも選ばれた日本を代表する七宝作家とし
て、欧米諸国でも高い評価を得ました。本展では、並河の七宝作品や下絵、 中小生 150(100)円
資料など約110点を一堂に集め、草花や蝶など華やかで美しい世界観を紹介 ( )内は20名以上の団体割引料金
します。

並河靖之七宝展 ―明治七宝の誘惑・透明な黒の感性―

11/3（金・祝）

絵本のひきだし 林明子原画展

〜12/24（日）

作者の林明子（1945年、東京生まれ）は、初めての物語絵本『はじめてのおつ 大高生 450(350)円
かい』をきっかけに『こんとあき』『あさえとちいさいいもうと』など数々の名作を 中小生 150(100)円
生み出しました。初の大規模展となる本展では、福音館書店の月刊絵本『こど
ものとも』の創刊60周年も記念し、林明子の代表作から約150点の貴重な絵 ( )内は20名以上の団体割引料金
本原画を一堂にご紹介します。

一般

800（700）円

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。
10/14（土）
15:00～

寺井尚子コンサート～SWING JAZZ LIVE～

10/23（月）
19:00～

文化サロン“話題探訪” タンゴの楽器 バンドネオン

～10/31（火）

第32回伊丹市民オペラ定期公演「セヴィリアの理髪師」
舞台ボランティアスタッフ募集

申込締切:10/31（火）当日消印有効

文化サロン“話題探訪” アフリカのクラシック音楽？
―「音楽」は誰のものか、单アフリカで考える

受講料:1,500円

麗しきジャズ･ヴァイオリニスト寺井尚子による、トリオ・ジャズ・ライブ！
力強くも、しなやかに躍動する情熱的なステージをお楽しみください。
プログラム：My Favorite Things、La Cumparsita、アランフェス～スペイン 他

【全席指定席】 ☆
前売：5,000円
当日：5,500円
受講料：1,500円

「悪魔の楽器」ともよばれ、独特の構造を持つバンドネオン。オルガンの代用
品としてドイツで生まれた楽器が、はるばる单米の都ブエノスアイレスに渡り、
タンゴを弾くことで芸術性を高めてきました。その歴史と変化をマエストロ（先
駆者）たちの演奏をもとに解説し、バンドネオンの実演を通して音色や魅力を
ご紹介します。
講師：星野俊路（バンドネオン奏者）
活動日程等の詳細はチラシ、または
2018年3月25日（日）の本公演にむけて、伊丹市民オペラを一緒に創っていた ホームページをご覧ください
だける舞台ボランティアスタッフを募集中です。

11/20（月）
19:00～

单アフリカの先住民グリクワの人たちは、日常的に讃美歌を合唱し、民族の
歴史を表現します。彼らは「合唱」は「音楽ではない」と言います。彼らにとって
「合唱」とは「音楽」とは、どういうものなのか―グリクワの人々がうたい考える
様子を紹介しながら、单アフリカ社会と「音楽」との関わり合いを解説します。
講師：海野るみ（羽衣国際大学准教授）
☆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。
10/6（金）19:30
10/7（土）14:00
19:00
10/8（日）11:00
15:00
10/9（月・祝）15:00
10/19（木）19:00
10/20（金）19:00
10/21（土）15:00
10/22（日）15:00
10/26（木）19:30
10/27（金）15:00
19:30
10/28（土）11:00
15:00
10/29（日）13:00
17:00
11/24（金）19:30
11/25（土）14:00
18:00
11/26（日）14:00

ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演
A級MissingLink『罪だったり、罰だったり』
関西の実力派劇作家・土橋淳志が近代ロシア文学の金字塔、ドストエフス
キー『罪と罰』をモチーフに書き下ろす新作。夢破れ、余命宣告を受けたある
男は、己の正義のために殺人を犯してしまい･･･。

【日時指定・自由席】
一般3,000円（当日3,300円）
学生1,500円（当日1,800円）
ペア5,000円（前売のみ取り扱い）

【日時指定・自由席】
一般4,000円（当日4,300円）
幽閉の身となったスコットランドの女王とその運命を握るイングランドの女王。 22歳以下2,500円、65歳以上3,800円
16世紀に実在し、対照的な人生を歩んだ二人の女性を題材に、人間の真実と ペア7,600円
22歳以下、65歳以上、ペアは前売の
自由を求める不屈の精神を描きます。
み取り扱い
【全席自由】
ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演
一般3,300円（当日3,500円）
匿名劇壇『悪い癖』
学生2,500円（当日2,700円）
主宰の福谷圭祐が関西劇作家の登竜門、第23回OMS戯曲賞で大賞を受賞し 高校生以下1,000円（前売のみ取り扱
た『悪い癖』を約2年ぶりに再演します。
い）
一人の女子大生が夢みる幸せな大学生活と、それとは全くかけ離れた自堕
落な日常。二つの世界は次第に交錯していき・・・。
【日時指定・自由席】
ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演

ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演
清流劇場『メアリー・ステュアート』

極東退屈道場『ファントム』

一般3,200円（当日3,700円）

OMS戯曲賞で第18回大賞・第20回特別賞を立て続けに受賞してきた実力派、 22歳以下2,000円（当日2,500円）
林慎一郎の演劇ユニット「極東退屈道場」の新作。コインロッカーの中で目覚 高校生以下1,500円（当日2,000円）
めた6人の男女。彼らは預けられた荷物なのか。くぐりぬけるコインロッカーの
ペア5,500円（当日6,000円）
居室は、都市を構成する様々なモジュールに姿を変えていく・・・。

工芸センター

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

開催中～10/22（日）

「七宝の現在-東日本の作家を中心に-」

場所：伊丹市立工芸センター
当館初の七宝の展覧会。東日本を拠点に第一線で活躍する七宝作家9名の 入場無料
作品を展覧し、七宝の魅力とその多様な表現を紹介します。

開催中～10/15（日）

伊丹郷町クラフトショップ『食欲の秋フェア①日々のごはんのうつわ』 場所：旧石橋家住宅1階
食卓を楽しく彩るお皿やうつわを展示販売。おいしく秋を過ごしませんか？

10/21（土）～11/12（日） 伊丹郷町クラフトショップ『食欲の秋フェア②もてなしのうつわ』
ホームパーティや、お客様のもてなしに使いたいうつわ等を展示販売。

場所：旧石橋家住宅1階

11/3（金・祝）～12（日） 伊丹工芸クラブ会員展「伊丹クラフトフェア」
場所：伊丹市立工芸センター
陶芸・ジュエリー・木工・ガラス・布小物・絵画など、様々なジャンルの作品を展 入場無料
最終日は16:30まで
ワークショップ参加費は別途要
示販売（一部除外品あり）。ワークショップやフリーマーケットも開催します。
11/3（金・祝）～5（日）

「不華篆会習作展 ⅩⅩⅤ」

場所：伊丹市立工芸センター

-「風」 字をデザインして生活の中に書・篆刻-

入場無料

11/5（日）14:00～16:30 篆刻一日講習会 講師：酒居石荘（日本篆刻家協会代表理事）
11/10(金)～12(日)
「家具工房 榎栞 木の家具展」

参加費：4,000円 要申込

最終日は16:30まで

無垢材で制作したオリジナル家具・小物を展示。

入場無料

11/18（土）
～12/10（日）

伊丹郷町クラフトショップ「ギフトフェア」

場所：旧石橋家住宅1階

場所：伊丹市立工芸センター

お祝いごとや誕生日、クリスマスなどに大切な人に贈りたいジュエリーやうつ
わなどを展示販売。他では手に入れられない特別な品を贈りませんか。

11/18(土)～12/24(日)

2017伊丹国際クラフト展 主題「ジュエリー」

11/18（土）13:00～

表彰式 受賞者、審査員が来館。どなたでもご参加いただけます。
伊丹ジュエリーカレッジ 第19期生募集中！

4月初旬 開講
原則火曜日～金曜日
（年間約150日）
講座受講生募集中
初心者大歓迎！
工芸クラブ会員
年会費：3,000円

場所：伊丹市立工芸センター
「ジュエリー」をテーマに公募し、346名の中から選ばれた97名の入賞・入選作 入場無料
品を展示販売いたします。（一部非売あり）

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
を目指す工房スタイルの教室です。是非一度見学にお越しください。

ホームスパン講座 「手紡ぎ・手織」
①前期『手紡ぎ』
10/27（金）～12/15（金） 毎週金曜日 全8回 10:30～16:30
講師：伊東 徹子（染織作家）
羊毛を洗って、染めて（天然染料・化学染料）、紡毛機を使って紡ぎます。

②後期『手織』
2018.2/20（火）～3/1（木）全7回 2/24（土）～26（月）は休講
10:30～16:30 講師：森 由美子（染織教室[森工房]主宰）
①の手紡ぎで出来上がった糸を使ってマフラーやショールを織ってみましょ
う。自分で紡いで織ったものは、軽くて暖かく優しい仕上がりになります。

彫金講座 「和の色合いジュエリー 色金をつかって煮色仕上げ」
10/29（日）～12/17（日） 毎週日曜日 全8回 14:00～16:30
講師：平川 文江（ジュエリーデザイナー）
金属加工の基礎を勉強しながら、自分だけの素敵な作品を作りましょう。

木版画講座 『犬猫木版画をつくろう』

受講料：640,000円/年
申込受付中 定員：15名

受講料：45,000円
（会員36,000円）
上記受講料で①②両講座を受講して
いただけます。
手紡ぎのみの受講は、24,000円
（会員19,200円）
手織のみの参加希望は2018年1月16
日（火）に申し込み開始
受講料：16,000円
（会員12,800円）
初心者用工具セット10,000円程度
その他材料費別途必要
受講料：16,000円

11/1（水）～12/20（水） 毎週水曜日 全8回 13:30～16:00
講師：馬川亜弓 （木版画作家）
来年の干支の犬をモチーフにした木版画にチャレンジ。猫柄も大歓迎です。

（会員12,800円）

ステンドグラス講座 『ティファニーテーブルの制作』

受講料：6,000円

11/2（木）・11/9（木） 全2回 10:30～16:30
講師：丘 けい子、足立 美代子 （ロペックスインターナショナル㈱）
基礎を学んで、素敵なステンドグラスをつくりましょう。

材料費：10,000円

伊丹郷町館

材料費：別途必要

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

10/1（日）
10:30～17:30
ラストオーダー17:00

市立伊丹高校コラボレーション企画「俳句カフェ」

10/15（日）
14:00～

ﾃﾚﾏﾝのﾊﾞﾛｯｸ音楽の宴 vol.25

11/11（土）～12/3（日）

場所：伊丹市立工芸センター

会場 : 旧石橋家住宅
伊丹市立伊丹高等学校商業科の生徒たちが、「俳句」をテーマとしたカフェを カフェメニュー各種販売
ひらきます。
高田泰治が紡ぐ、ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝの求めた音の姿 「月光」
誰もが知る名曲「月光ｿﾅﾀ」…18世紀ｵﾘｼﾞﾅﾙ楽器と高田泰治の演奏によっ
て、ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝの求めた音が鮮やかに蘇ります。

「灯り」－山口アキオ展－
ガラス照明器具やオブジェなど、旧岡田家住宅の「和」の雰囲気にふさわしい
作品を展示します。

会場:旧岡田家住宅・酒蔵 前売2,000
円(当日500円増) 定員140名 全席
自由☆
問合せ:東リ いたみホール
072-778-8788
会場：旧岡田家住宅

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～10/22（日）

11/3（金・祝）～
12/24（日）

一 般 700円(600円)

特別展 「俳諧と茶の湯」

俳諧の世界と茶の湯の世界において、座の意識や日本人独自の美意識、季 大高生 450円(350円)
節感などが共通してうかがえることは大変興味深いことです。このたびの展覧 中小生 350円(250円)
会では、貞門俳諧の祖である貞徳や芭蕉の茶にまつわる作品をはじめ、素堂
や菊舎尼など俳諧師で茶もよくした人々の作品を紹介します。また、表千家堀 （）内は20名以上の団体料金
内家初代の堀内仙鶴や江戸へ下り表千家流茶道を広めた川上不白など、茶
人で俳諧もよくした人々の作品もあわせて紹介し、俳諧と茶の深いかかわりに
ついて取り上げます。
一 般 200円(160円)
小企画展 「教科書で出会う俳人たち」
国語の教科書に載る俳人たちの作品を作者の直筆によって紹介します。直筆 大高生 100円（ 80円）
中小生 50円（ 40円）
が持つ迫力と魅力をお楽しみください。
（）内は20名以上の団体料金

10/21・11/18(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

10/28・11/25(土)
10:30～

般 1回 1,500円
500円

要申込 （定員50名）
○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む
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。

10/6（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 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。

○鑑賞コース
直筆で楽しむ－花鳥風月・春

要申込 （定員30名）

10/24(火)
13:30～

講師 柿衞文庫館長 岡田 麗

友の会会員 1回

11/28(火)

資料でたどる伊丹の江戸時代

13:30～

講師 柿衞文庫顧問 今井 美紀

ラスタホール
10/7(土)
14:00～
（13:30開場）

10/12（木）～3/8（木）
13:00～14:30
（全10回）

10/28(土)

ラスタ映画倶楽部「団地」

③18:00～
11/4(土)
14:00開演
（13:30開場）
11/18(土)
14:00開演
（13:30開場）
11/19(日)
13:00～16:00

500円

伊丹市单野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

予約不要
日本人が昔から楽しんだ「ことばあそび」の世界を案内します。今回は「色の 無料
名が入った回文（上から読んでも下から読んでも意味の通った同じ読みをす
る言葉)」をテーマに募集した作品の入選作の発表および表彰と、大阪教育大
学教授 小野恭靖（おの みつやす）氏による公開講義をおこないます。
参加料:8,500円
楽しい朗読
朗読の楽しさを体験しましょう！朗読劇団あめんぼ座の講師の指導のもと、 定員:20名
柔軟体操や発声・基礎練習などのほか、詩・小説等の朗読にも挑戦します。

講演会「北摂と伊丹の昆虫」

②14:00～

般 1回 1,500円

伊丹ことばあそび大会 『回文の世界～色の名が入った回文～』

10/14（土）
13:30～15:30
（13:00開場）
①10:00～

一

予約不要
「日本一の里山」と言われている阪神間の里山と、都市化が進んだ伊丹の生 無料
き物の移り変わりについて、伊丹市昆虫館の館長と学芸員からお話しします。
＜チケット発売中＞
とある団地に引っ越してきたいわくありげな夫婦と、彼らが抱える秘密を暴こう 一般:前売 800円
とする住人たちが騒動を巻き起こす異色の喜劇映画。藤山直美、岸部一徳を
はじめ、大楠道代や石橋蓮司など実力派俳優たちが扮するクセのあるキャラ 高校生以下・60歳以上:前売 600円
（当日は、200円増）
クターによる軽妙な会話劇と先の読めないストーリー展開が見所です。
参加料:100円
皆でつくる歌声コンサートwith救急救命トーク
懐かしい曲を皆で一緒に楽しく歌いませんか。今回はそれに加えて、救急救 要申込み
命の専門家をお迎えして、心臓マッサージの仕方を歌に合わせて楽しく学び
ます。
＜チケット発売中＞
あなたのわたしの昭和歌謡コンサート
昭和の時代に聴いた、歌った思い出の曲の数々を、故郷を愛し、伊丹を愛す 前売 1,500円 (当日は300円増）
る二人の歌手が歌いあげます。予定：長良川艶歌、影を慕いて、ソーラン節、
他
無料
ラスタこども広場 「自然とあそぼう！」
自然の素材を使って色々な工作にチャレンジしよう。楽しいゲームもあります 事前申込み不要
よ。ホールの中でも思いっきり自然とあそぼう！
運営協力:ラスタ自然クラブ

11/30（木）

伊丹緑地の自然観察会

10:00～12:00

昔ながらの林がのこる伊丹緑地で、樹木を中心に季節の移ろいを観察して、 定員:30名
自然を満喫しましょう。
ナビゲーター:ラスタ自然クラブ

無料・要事前申込み

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

新型投影機「MEGASTAR-ⅡB itami」による
関西最多 500万個の星の空間をお楽しみください。

★プラネタリウム投影時刻

○印 レギュラー投影

10:00
11:15
13:30
15:00
15:30
△（団体優先）
平日
－
－
－
○
土曜
－
○
○
○
－
日・祝日
ちびっこ
○
○
○
－
開催中～11/26（日）
プラネタリウム レギュラー投影「月にマイホーム」

16:15
－

トワイライト ＜入館料＞

○

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
10月：火星 ～秋の音楽とともに～
11月：アンドロメダ ～映画音楽特集～

毎週日曜・祝日
10:00～
開催中～10/29（日）
11/3（金・祝)～
10/8(日)14:25〜

プラネタリウム ちびっこ投影

11/12(日)14:25〜

ファミリーで楽しめる科学の“ちょこっと”サイエンスショー

10/9（月・祝）18:30～

星空コンサート

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は
入館料無料

うたや物語をまじえた、小さいお子様連れ向けの投影
「月夜のハロウィンパーティー」
「サンタクロースのわすれもの」

ちょこっとサイエンス

「いたみ星物語 月と昆陽乃姫」（出演：ろにか堂）
伊丹の名所と歴史を唄と語りとプラネタリウムの星空とともに。
要申込。1人500円。電話・来館にて受付中。先着順。
開催中～3/11（日）

＜開館時間＞
9:00～17:15
（入館は16:45まで）

企画展「ホント？ふしぎ！錯覚あそび」
同じものなのに大きさや色がちがってみえたり、絵が動きはじめたり。

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

人間の目の能力、脳の判断力を利用した「錯覚」を、体験しましょう！

中心市街地関連

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

10/7（土）、8（日）

秋の宮前まつり

10:00～17:00

猪名野神社やその周辺で繰り広げられる「ふとん太鼓」や、地元商店街、周辺
自治会による模擬店など、様々なイベントが行われます。
＜両日とも＞商店街・周辺自治会による模擬店・フリーマーケット
＜8日（日）のみ＞ふとん太鼓

10/14（土）
10:00～19:00

第16回いたみわっしょい
「元気フル舞う 笑顔にして舞う いたみっ子」

＜問合せ先＞
宮前まつり実行委員会（御菓子司 中
満）電話：072-782-3154
＜会場＞
宮ノ前通り、猪名野神社、みやのまち

＜問合せ先＞
伊丹都市開発㈱事業部
「いたみわっしょい」は、今年で16年目を迎えるﾀﾞﾝｽ・踊りのｲﾍﾞﾝﾄです。子ども 電話：072-775-6727
達をはじめとした多世代のﾁｰﾑがまちなかをﾀﾞﾝｽ・踊りで盛り上げます。今年 （平日9:00～17:00）
は40ﾁｰﾑ、総勢約700人が出演！元気と笑顔あふれるいたみわっしょいへ、 ＜会場＞
東リ いたみホール・三軒寺前広場・阪
ぜひお越しください。
急伊丹駅ビル4階
10/21（土）
＜問合せ先＞
第17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用意したバルメニュー 伊丹都市開発㈱事業部
12:00～
終了時間は参加店によ (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｡ 電話：072-775-6727
（平日9:00～17:00）
＜バルチケットのご案内＞
り異なる
＜会場＞
前売り3,500円（5枚綴り）、当日4,000円（5枚綴り）、800円（1枚）
三軒寺前広場（総合インフォメーショ
チケット販売場所・参加店舗等は下記をご覧ください。
ン）（12:00～22:00）、各参加店舗
http://www.itami-toshikaihatsu.co.jp/event_bar/

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

10/8（日）
10:00～15:00（受付は
14:30まで）

〈会場〉緑ヶ丘公園内 鴻臚館
鴻臚館 呈茶
数奇屋風の「鴻臚館（こうろかん）」で抹茶と季節の和菓子をお楽しみいただけ 1席500円（季節のお菓子付）
ます。日本庭園や緑ヶ丘公園の散策とあわせてお楽しみください。

金曜日コース
11/10、24(全金曜日)
土曜日コース
11/11、18（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）
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嵯峨御流、小原流(金曜日コー
ス)、真生流、遠州流(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 嵯峨御流・小原流・真生流・遠州流

会場:東リ 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

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
10/6（金）
10:00～11:30

おくすり教室

10/9（月・祝）

体育の日のつどい「スポーツ体験会」

①10:00～11:30

①自彊術

②13:20～14:20

②ボディスッキリ！リラックス講座

①10/10(火)

受講料:無料
超金利時代だからこそ経済や金融の仕組みを知って、効果的な資産運用をし 定員:20名
申込:受付中～直接来館または電話
ませんか。
①…暮らしとお金をめぐる話題・課題 ②…資産をめぐる話題 ③…身近な話 にて受付（1回のみの受講も可）
題について考えよう
受講料:1,500円
きらら日本酒講座～清酒発祥の地・伊丹～（全3回）
清酒発祥の地・伊丹の酒造りの歴史を学び、手作りのぐいのみで格別なお酒 材料費:1,000円
定員:40名
を味わいませんか。
申込:受付中～直接来館または電話
①…酒造りの歴史と伊丹・清酒発祥の地を巡る
にて受付
②…ぐいのみを作る

②10/17(火)
③10/24（火）
13:30～15:00
①10/15(日)
②10/29(日)
③11/19（日）
①、③13:00～15:00

受講料:無料 要申込
薬の効用・使用上の注意・副作用への対応など、薬に関する幅広い知識につ 対象：20歳以上 定員：30名 申込：受
付中～直接来館または電話にて受付
いてお伝えします。
参加無料 要申込
定員:各15名 申込:受付中～直接来
館または電話にて受付

やさしく学ぼう お金の話（全3回）

②10:00～または14:00～ ③…日本酒を見極める
10/16(月)
11/20(月)
12/18(月）
14:00～15:10
10/21（土）
10:00～11:00
(雤天は翌日）
10/22（日）
14:00開演
（13:30開場）
11/11（土）
17:30～19:30

受講料：無料 要申込
普通ではなかなか行けない場所や、めったに見られない情景、貴重な体験を 定員：40名 申込：受付中～直接来館
写真などを交えてお伝えします。
または電話にて受付
10月…インド老々ツアー､11月…单極アドベンチャー､12月…单米・パタゴニア
参加費：1家族500円
家族ｄｅいもほり体験！
対象：小学生以下の子どもと保護者
家族でいもほりを楽しみませんか。1家族3株掘っていただきます。
定員：30組 申込：10/2（月）～直接来
持ち物…軍手、スコップ、持ち帰り用のビニール袋、水筒、タオル
館または電話にて受付 集合場所：
9:50に若梅公園(荻野1丁目)
無料 要整理券
きらら秋の音楽会
出演：伊丹市尐年尐女合唱団、いたみキッズハーモニー
整理券はきららホールにて配布中
心を合わせて歌う子どもたちの歌声をお聴きください。

海外紀行 ～インド・单極・パタゴニア～

出張こども文化科学館 親子で楽しむ観望会
望遠鏡などを使って夜間に天体を観望するイベントです。
持ち物：懐中電灯（大きすぎないもの）、上靴、くつ袋、座布団

11/25（日）

第10回きららけん玉大会

12:30～16:00

級位別によりけん玉の技を競います。ぜひチャレンジしてみてください。

（受付12:00～）

参加費：無料 対象：小学生の子ども
と保護者 申込：10/27（金）～直接来
館または電話にて受付
開催場所：荻野小学校
参加費:100円、対象:小学生～
定員：80名、申込：10/15（日）～直接
来館または電話にて受付

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
10/1(日）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～秋のひとときヴァイオリンと 入場無料、定員120名(当日先着順)

12:15～13:00

出演：ヴァイオリン松田淳一

オルガン木谷和子

全席自由

曲目：もう飛ぶまいぞこの蝶々、 短くも美しく燃え、 プレリュード
10/21（土）

他

会場：多目的ホール

11/5（日）

入場料
大人
1,200円（前売1,000円）
出演：金管アンサンブル セヤナ・ブラス・アンサンブル オルガン瀬尾千絵
前売券発売 サンシティホール いたみホール アイフォニックホール ラスタ 60歳以上 800円（当日前売共）
小・中学生 500円（当日前売共）
ホール （公社）伊丹市シルバー人材センター
会場：多目的ホール
入場無料、定員120名(当日先着順)
パイプオルガン・プロムナードコンサート～みんなで楽しく

12:15～13:00

出演：メゾソプラノ渡辺鈴子 フルート大西亜希子 オルガン安藤明子

全席自由

曲目：ダニーボーイ、 天空の城ラピュタより「君をのせて」

会場：多目的ホール

18:30～20:30

オータムコンサート～オルガン・ミィィツ・ブラス

他

11/11,18,12/9(土)

短期陶芸教室（各土曜日2時間 全3回）午前ｺｰｽまたは午後ｺｰｽ

10:00～ 又は 13:30～

1回目・2回目で作陶し、最終日に釉薬[うわぐすり]・絵付けをおこなう
ていねいな指導で、初心者でも安心です

11/18（土）

パイプオルガン・プロムナードコンサート
～「バッハ物語」～聞いて、学んで、楽しんで

12:15～13:00

出演：ナレーション櫻井直子 オルガン田坂千禎
曲目：小フーガ ト短調、 Ｇ線上のアリア
他

定員：各ｺｰｽ30名 申込期限11/2(木)
対象：中学生以上の伊丹市民
受講費用：材料費として800円必要
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

11/19(日）

「童謡の広場」発表会

13:30～14:45

出演：「童謡の広場」の生徒の皆さま

全席自由

曲目：ゆみちゃんの電話･愛のモーニング、デュウ･コンドルは飛んで行く 他

会場：多目的ホール

”今･咲き誇る花たちよ”

入場無料、定員120名(当日先着順)

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
☆单分館は火曜(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

10/3（火）、11/7（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～

絵本の読み聞かせ・手あそび

申込不要／参加無料 対象：乳幼児

10/7（土）

秋の宮前まつりinことば蔵（1日目）
「夢はＦ-1ドライバー 車好き、集まれ！」

場所：ことば蔵1階交流フロア

12:00～

F-1ドライバーを目指す前川涼輔さんが、モータースポーツの楽しさを紹介。
当日はレーシングカーに乗って記念撮影もできます。（撮影最終受付：13:00）

14:00～

申込不要／参加無料
場所：ことば蔵1階交流フロア

「ことば蔵に昆虫がやってくる！」

昆虫とのふれあい体験やスペシャル昆虫との記念撮影会などを楽しめます。 申込不要／参加無料
10/8（日）

秋の宮前まつりinことば蔵（2日目）「押し花しおり教室」

場所：ことば蔵1階交流フロア

10:00～

自分で好きな押し花を選んでオリジナルのしおりを作ります。

定員：100名（先着）

「宮前まつりスーパーキッズショー」

場所：ことば蔵1階交流フロア

13:30～

全国的に注目を集める伊丹のスーパーキッズが集結し、特技を披露します。 いずれも申込不要／参加無料
10/29（日）13:00～

荒木摂津守村重、此処伊丹有岡に在り！
今年6月に出版された『荒木村重』(戎光祥出版)の著者で、天理大学文学部
歴史文化学科准教授、天野忠幸氏による講演会

11/3（金・祝）14:00～

大人のブックトークcafé 「みをつくし料理帖を語る夕べ」

場所：ことば蔵地下1階 多目的室1
対象：小学生以上 定員：70名（先着）
申込：10/4(水)より電話・来館にて
参加無料
場所:单分館 対象：一般

『みをつくし料理帖』シリーズを自由に語り合いましょう。

申込：受付中／参加無料

安田夏菜さん講演会～くじらじゃくしと落語の世界～
児童文学作家が語る本と落語の魅力

11/4(土）18:00～
11/5（日）
13:00～16:00

場所：ことば蔵1階交流フロア
申込不要／参加無料

場所:きららホール 多目的ホール
きらら朗読大会
小学1・2年生、3・4年生、5・6年生、中学生の計4部門に分かれての朗読の発 定員：各部門8名（合計32名・先着）
申込：10/1(日)より電話・来館にて
表会
参加無料

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)

10/3（火）～10/8（日） 第15回 絢游会 作品展
10/10（火）～10/15（日） 昆陽水彩画会展

書道

10/17（火）～10/22（日） 第11回 木耀会作品展
10/26（木）～10/29（日） 第54回 朱月社 選抜展

絵画

10/31（火）～11/5（日） 有岡彩游会 秋の作品展
11/7（火）～11/12（日） 第49回 ポプラの会展
11/14（火）～11/19（日） 祥彩会展

絵画

11/22（水）～11/26（日） 第20回 アトリエ・イット手紡ぎ・手織り教室作品展
11/28（火）～12/3（日） ちいさな着物

織物

絵画
書道
絵画
絵画
ちりめん作品

※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

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

10/7(土）～11/26（日） 秋季企画展 「伊丹の鉄道～くろがねの響きとともに」
川辺馬車鉄道の開業（明治24（1891）年）にさかのぼるJR福知山線のあゆみ
と、阪急伊丹線（大正9（1920）年開業）の歴史に関する資料や写真を展示しま
す。
11/11(土)13:00～17:00 秋季企画展関連現地見学会「伊丹の廃線・廃駅跡ウォーキング」
荒天時は翌12日（日）に 伊丹市域内に残る鉄道廃線跡や高架化前の阪急伊丹駅跡とその周辺をめぐ
延期
ります。

伊丹市昆虫館
休館中〜3/31（土）

入場無料

事前申込必要（11/1（水）9:00から博
物館への電話で受付）
料金：200円（保険料・資料代）
定員：先着30名

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2018年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ﾍﾟｰｼﾞでご確認ください｡

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

公民館
10/24・31、11/7・14・21
（火）13:30～15:30
（10/24（火)のみ14:30
～16:00）
10/26（木）
16:00～17:00
10/28（土）～11/5（日）
9:00～17:30(10/30(月)
は休館)最終日は15:00
まで
①11/23（木・祝）10:30
～
②11/24（金）13:30～
11/23（木・祝）
13:30～16:00
11/23（木・祝）
～11/26（日）

定員:30名（先着順）

40代50代の心と体をセルフメンテナンス
～なんとな～く不調をうまく乗り越えよう～

申込:受付中
体や心の調子を崩しやすい40代50代。自分を大切にするセルフメンテナンス
費用:1,700円（全回分） ◎
方法を探します。
申込:不要
第16回カエボン部～交流ひろば～（テーマ：旅行・遠足）
テーマに応じた私のオススメ本をみんなで紹介し合います。
費用:無料
申込:不要
第52回伊丹市展
伊丹市内外から応募のあった〈洋画・日本画〉〈写真〉〈書〉〈デザイン・彫塑・工 入場:無料
会場:1階ギャラリー、大集会室
芸〉の4部門の入選・入賞作品を展示します。
定員:各回50名（先着順）
申込:受付中
歌って、踊って、笑って、泣いて、ときどき人生の終わりについて考える。
公営団地で暮らす老人たちの旺盛な生のエネルギーが溢れる日常を描いた 費用:無料
作品。
定員:100名（先着順）
ドキュメンタリー映画「ふたりの桃源郷」（2016年/日本/87分）
「山」で暮らす夫婦と支える家族。“生きること、老いること”を見つめ続けた25 申込:受付中
年の記録。15:00～16:00は「知っておきたい！介護サービスの内容と利用の 費用:無料
仕方」について学びます。（講師；伊丹市社会福祉事業団）
申込:不要
第10回公民館まつり
作品展示や舞台発表、映画上映など、公民館グループが日々の活動成果を 入場:無料
発表します。探していた'やりたいこと'が見つかるかも？！

ドキュメンタリー映画「桜の樹の下」（2015年/日本/91分）

◎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。

女性・児童センター
毎日24時間
電話で随時
10/4(水)～11/1(水)
15:15～16:00

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

テレホン童話 電話で創作童話が聴けます
10月 ｢お山の自販機」
作:秋野 三歩さん（ﾍﾟﾝﾈｰﾑ）
11月 ｢竹のぼうやと風の子｣
作:はせがわ のりこ さん
Ｇセン幼児英会話 （全5回）
歌やダンスを通して、英語となかよくなろう！
講師 ： 高野 香織 さん(Kids international school講師）

10/7（土）
14:00～15:30
10/14（土）

講師： 井上 一朗さん（法専寺住職）

13:30～15:00

講師：朴木 佳緒留さん（神戸大学名誉教授）

歌声サロン さまざまなジャンルの曲をご一緒に歌います
「作られる性差」と「平和」のカンケイ

10/14(土)13:30～15:00 Ｇセンわくわくこども教室
11/12(日)10:00～15:00 身近な材料で、工作を楽しみませんか？

通信料のみ
おはなし
電話番号 ７７３－０８７４
http://www.itami-danjo.jp
受講料:2,000円 対象:4,5歳児
定員:20名 申込:電話又は直接来館
参加費:300円（ﾄﾞﾘﾝｸ付き） 50名
申込:直接又は電話
参加費:300円（ﾄﾞﾘﾝｸ付き） 20名 託
児あり 申込:電話又は直接
参加費:無料 予約不要
対象:幼児・小学生とその保護者

講師:手作りおもちゃ等研究会「ビタミンＸ」
10/15(日)

Ｇセンかみしばいの日

参加費:無料 予約不要

11:00～11:30

語り手 紙芝居サークル「いろは」

対象:幼児・小学生とその保護者

①10/16（月）
②11/20（月）
10:00～11:30

「0歳児ﾍﾞﾋﾞｰのＨＡＰＰＹ子育て」

参加費:500円（後期11/20（月）～全5
回2,000円）0歳児とその保護者10組
申込:電話又は直接

①『ほっとﾐﾆｺﾝｻｰﾄ』

講師:山田 美穂さん（兵庫県認定音楽療法士）

②『五感を育てるあそび ｉｎ ａｕｔｕｍｎ』 講師:岸田 梨枝子さん（保育士）

10/16・30・11/13・27(月) チャレンジ英語＆ﾌﾟﾁﾌﾗﾝｽ語 in 伊丹
14:00～15:00
講師:クレアさん（武庫之荘・ｴｺｰﾙｷｯｽﾞ講師）

参加費:1回500円 15名（先着順）

①10/22（日）
②11/26(日）
10:00～11:30

参加費:500円 材料費:各回200円
対象:2・3歳児とその男性保護者15組
申込:電話又は直接

①10/27②11/17（金）
10:00～11:30

にちようびはパパとあそぼ！
①『ﾊﾟﾊﾟといっしょに焼き芋作り！』
②『秋のﾓﾋﾞｰﾙづくり！』講師:柴田 綾子さん・岸田 梨枝子さん

後期ツインズひろば
①『ゆったり・ほっこり・みんなでおしゃべり会』
②『絵本の世界へ』講師:伊丹市ことば蔵職員

11/11(土）13:30～16:00 写真を取り入れて年賀状作成講座
講師:いたみＩＴ倶楽部
11/12（日）
登録グループ活動発表会
10:00～15:00
当センター登録団体が日頃の活動成果を発表します(展示・実技発表等)
11/22(水)
「タイピスト」上映会
13:00～15:30
不器用な女の子が、自分に課せられた難題に対して奮闘する姿を描いたｻｸｾ
ｽｽﾄｰﾘｰ

託児あり 申込:電話又は直接

参加無料 対象:双子以上の子どもと
その保護者、または双子以上の出産
予定の妊婦さん10組
参加費:500円 電話又は直接
参加費:無料
雤天決行・駐車場なし
参加費:100円(ﾄﾞﾘﾝｸ付)20名
託児あり 申込:電話又は直接

