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12・1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。
12/2（土）
15:00～

12/9（土）
14:00～

1/12（金）
18:30～

2,000円（整理番号付入場券）
全席自由
4人の作曲家たちの心暖まる、クリスマスにぴったりの名曲を、ピアニスト田尻 定員：200名
洋一がトークを交えてお届けいたします。終演後、ミニ交流会もございます。 会場：6F中ホール
4歳未満のお子様のご入場はご遠慮く
《プログラム》
ださい。
モーツァルト：ピアノソナタ イ長調「トルコ行進曲付き」
メンデルスゾーン：ロンド・カプリチオーソ
ショパン：即興曲 第1番、マズルカ 第11番、ノクターン 第3番、ワルツ 第5番
シューマン：ピアノ協奏曲 イ短調(田尻編) ＜ピアノ独奏＞
一般：2,000円
公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団 設立記念
鈴木明子講演会 新しい自分を生きる～ひとつひとつ、少しずつ～ 学生：1,000円
未就学のお子様は膝上鑑賞の場合
講師：鈴木明子 氏 (プロフィギュアスケーター／元オリンピック日本代表)
本年4/1より、「公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団」が設立したことを記 無料。
念し、講演会を実施します。鈴木明子氏が、摂食障害など数々の困難を乗り
越えてきた自身の経験から人生に通じるメッセージを届けます。今、何か壁に
ぶつかってしまっている人も必聴です。講演前には、伊丹スポーツセンタート
レーニング指導士による客席で手軽な健康体操を行います。ぜひご参加くだ
さい。手話通訳・要約筆記がつきます。
前売
いたみ寄席「桂米朝一門会」
出演は、桂慶治朗、桂ひろば、桂南天、桂南光＜中入＞桂ざこば、桂雀三郎 S席：3,500円、A席：2,500円
B席：2,000円
（出演順）。
（当日各500円増）全席指定☆
演目は当日のお楽しみ！

田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズ in伊丹 vol.75
クリスマスコンサート～作曲家たちの幸せのひととき～

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。
12/16（土）

ウィーン＝ベルリン・ブラス・クインテット
～世界の2大オーケストラ 夢の金管アンサンブル～

【全席指定】☆

12/25（月）
14:00～

アイフォニック音楽教室「クリスマス ゴスペルコンサート 2017」

【全席自由】
入場無料

1/13（土）
14:00～

【全席指定】☆
藤原道山×SINSKE
「四季 -春夏秋冬 ～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～」 前売 5,000円／当日 5,500円

14:00～

一般 前売 5,000円／当日 5,500円
オーケストラの垣根を越え、ウィーン＆ベルリン・フィルからトップ奏者5人が豪
学生 前売 4,000円／当日 4,500円
華競演！卓越した技巧と美しいハーモニーをぜひお楽しみください。
出演：ウィーン＝ベルリン・ブラス・クインテット
【メンバー】 ガボール・タルケヴィ（トランペット）、ギヨーム・イェル（トランペッ
ト）、トーマス・イェプストル（ホルン）、ディートマル・キューブルベック（トロン
ボーン）、アレクサンダー・フォン・プットカマー（テューバ）
曲目：あなたに楽しいクリスマスを(R.ブレイン)、コラールとタンゴ(A.ピアソラ)
ルーマニア民俗舞曲(B.バルトーク)、ダンス組曲(L.バーンスタイン) 他
出演：アイフォニック音楽教室「ゴスペル」受講生、becchi（講師）
曲目：Amazing Grace、Santa Claus is Coming to Town、He's Able 他

尺八とマリンバが彩る“春夏秋冬”をお楽しみください。
出演：藤原道山（尺八）、SINSKE（マリンバ）
曲目：「四季」（A.ヴィヴァルディ）、ブエノスアイレスの冬（A.ピアソラ）、
BOLERO ～尺八とマリンバのための～（M.ラヴェル）、
秋桜（さだまさし）、組曲「春夏秋冬」（藤原道山×SINSKE） 他
1/28（日）

【全席自由】☆
客演指揮：鈴木豊人
14:00～
一般 1,500円
曲目：スケルツォ・カプリチオーソ(ドボルザーク)、ペールギュント組曲より抜粋
高校生以下 500円
（グリーグ）、交響曲第4番（チャイコフスキー）
☆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。

伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサートvol.27

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。
『四谷怪談』
12/1（金）18:00･19:50
12/2（土）13:00・15:00
・19:30
12/3（日）13:00・15:00
『盟三五大切』
12/7（木）18:00･19:50
12/8（金）18:00･19:50
12/9（土)13:00・15:00
・19:30
12/10(日)13:00・15:00
12/15（金）19:00
12/16（土）14:00
19:00
12/17（日）14:00
1/13（土）18:00★
1/14（日）13:00
17:30

1/17(水）18:00

【日時指定・ブロック指定】
ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演
一般前売3,000円
エイチエムピー・シアターカンパニー『四谷怪談 雪ノ向コウニ見タ夢』
（予約・当日3,800円）、
『盟三五大切（かみかけてさんごたいせつ）』
25歳以下・障がい者前売2,500円
江戸時代を代表する歌舞伎作家、鶴屋南北の傑作2作品を現代演劇として上
演。“お岩さん”で有名な『東海道四谷怪談』、その後日譚として執筆された
『盟三五大切』。「忠臣蔵」の世界を背景した2つの物語から江戸に渦巻く人々
の欲望、男女の愛憎を描きます。

（予約・当日3,300円）、
高校生以下一律500円
通し券販売あり。詳細はアイホール
WEBサイト。

ＡＩ・ＨＡＬＬ共催公演
燐光群『くじらと見た夢』

【指定席】

ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演
劇団態変『翠晶の城』

【日時指定・自由席】

ＡＩ・ＨＡＬＬ協力公演
Plant M『blue film』

【日時指定・自由席】

一般3,500円、ペア6,600円
今年で創立35周年を迎える劇団「燐光群」の最新作。捕鯨にまつわる日本と
世界の関係、日本南島における戦後・昭和の捕鯨の歴史などを背景に、クジ 25歳以下/大学・専門学校生 2,500円
ラと人間の関わりについて描く「共存」と「伝承」の物語をお送りします。
高校生以下1,500円、当日3,800円
一般3,500円（当日4,000円）
身体障がい者にしか演じられない身体表現を追求し、その高い芸術性で国内
障がい者・介助者・70歳以上3,000円
外から高い評価を得ている劇団態変。今回は「城」をモチーフとしながら、愛に
（当日3,500円）
まつわる様々な心象風景を描く新作を上演します。
★終演後、アフタートークあり。
22歳以下2,000円（当日3,000円）

関西を拠点に全国で活躍し、3年前に夭折した劇作家・深津篤史。震災に被
災した者、被災を免れた者、両者の心の葛藤を描いた彼の代表作を、劇作
家・演出家の樋口ミユによる新演出でリーディング上演します。
1/20（土）19:00
1/21（日）14:00

1/26（金）19:30★
1/27（土）14:00
18:00
1/28（日）14:00
1/29（月）14:00

1/13（土）
〜2/25（日）

【日時指定・自由席】

ＡＩ・ＨＡＬＬ共催公演
青年団『さよならだけが人生か』

【日時指定・整理番号付自由席】

前売1,500円
今年度より新たに開講した戯曲講座『伊丹想流劇塾』。その記念すべき第1期
生たちが、関西で活躍する演出家・俳優とタッグを組み、短編戯曲を上演する 当日1,800円
“卒塾公演”に挑みます。

「そのとき日本の演劇界が青年団を発見した」とも言われる劇団の出世作が
待望の再演。雨が続く工事現場に折り悪く遺跡が発見される。工事現場の
人々、発掘の学生達、ゼネコン社員や文化庁の職員など様々な人が集まる
飯場では、ユーモラスな会話が繰り広げられる。おかしみ溢れる“人情喜劇”
をお楽しみに。
★終演後、ポストパフォーマンストークあり。

一般3,000円
26歳以下・65歳以上2,000円
高校生以下1,500円

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 800（700）円
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 300（240）円
COLLECTION2 しかめっつら ～ドーミエ流パリっ子図鑑〜
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

絵本のひきだし 林明子原画展

博物館
1/6（土）～3/4（日）

高校生以下500円

ＡＩ・ＨＡＬＬ自主企画
伊丹想流劇塾第1期生公演『新しい人』

美術館
開催中
〜12/24（日）

一般2,800円（当日3,000円）

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

冬季企画展 第42回学習参考展「むかしのくらし」
昭和のはじめから40年代頃までの生活用具や、米作りの農具を、労働・生活・
娯楽などのテーマにわけて紹介します。実際の道具を手にとって体験できる
コーナーも。(冬季企画展開催中は、9:00開館)

入場無料

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

伊丹郷町クラフトショップ 「ギフトフェア」

～12/10（日）

お祝い事や誕生日、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。

場所：旧石橋家住宅1階

開催中

2017伊丹国際クラフト展 主題「ジュエリー」

～12/24（日）

「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）

12/16（土）

伊丹郷町クラフトショップ 「新春・戌フェア」

～1/31（水）

2017年の干支・いぬの作品や宴を彩る酒器、新年に新調したいお箸などを展
示販売。新年を作家の一点もので彩りませんか？

場所：伊丹市立工芸センター

場所：旧石橋家住宅1階

1/13（土）

「張英蘭 韓国刺繍コレクション展 」

～2/25（日）

張英蘭氏がコレクションしてきた韓国刺繍作品約300点を紹介。また展示室Ｂ 入場無料
にて張英蘭氏と9名の梨花女子大学ＯＧによる刺繍作品展も同時開催。

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！

受講料：640,000円/年
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 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。年間約200日（自習日含む）のカリキュ
ラムです。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）
1/17（水）～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
古楽器製作講座 「ルネサンスギターをつくろう」
（会員19,200円）
1/20（土）～4/28（土） 土曜日 全12回 13:00～15:30
材料費10,000円
（2/24、3/17、4/21は休講）
工具代別途必要
講師：佐野 健二（ギター・リュート奏者）
製作を通して、ルネサンス音楽の楽しさを体験してください。
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）
1/26（金）～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。

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

伊丹ジュエリーカレッジ 第19期生募集中！

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」
1/28（日）～3/25（日） 日曜日 全8回 13:30～16:00（2/25は休講）
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。
1/16（火）受付開始
若干名募集
手紡ぎの糸を用意出来
る方限定

手織講座 「ホームスパン講座 手織」
後期（手織）：2/20(火)～3/1(木)、2/24（土）～26（月）を除く毎日 全7回
10:30～16:30 講師：森 由美子（森工房主宰）
自分で紡いだ糸を使ってショールやマフラーなどを織りましょう。

伊丹郷町館
通年

受講料：16,000円
（会員12,800円）
その他材料費別途必要
受講料：21,000円
（会員16,800円）
糸代等別途必要

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

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
休館中〜3/31（土）

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～12/24（日）

小企画展 「教科書で出会う俳人たち」

一

般 200円（160円）

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）
が持つ迫力と魅力をお楽しみください。
中・小生 50円（ 40円）
1/13（土）～2/25（日）

小企画展 「明治の大阪が生んだ俳人ー月斗と青々」

（）は20人以上の団体料金

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
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。
12/16・1/20(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

1/27(土)

般 1回 1,500円
500円

要申込 （定員50名）
一
般 1回 1,800円
講師 神戸大学名誉教授 堀 信夫氏
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。

○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む

10:30～

12/1・1/5（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。
12/26(火)

○鑑賞コース
直筆で楽しむ－花鳥風月・春

要申込 （定員30名）

13:30～

講師 柿衞文庫館長 岡田 麗

一

1/23(火)

資料でたどる伊丹の江戸時代

友の会会員 1回

13:30～

講師 柿衞文庫顧問 今井 美紀

般 1回 1,500円
500円

12/10・1/14（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。

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

12/3(日）

クリスマスだよ！小学生集合

参加費：200円 対象：小学生

①14:00②15:00

パステルアートを楽しみます。汚れてもいい服装でご参加ください。

定員：各回15名(先着順） 申込：随時

12/17(日）

昭和のうたと体操で楽しむコンサート

入場無料 要整理券

14:00開演

出演:ビタミンタイム（市内在住の女性2人組ユニット）

きららホールにて配布中（先着順）

(13:30開場）

座ったままでできる体操や、昭和のうたで元気になって若返りましょう

1/14(日）

きらら演芸会

11:00開演

市民の皆さんに歌や踊りを披露いただく発表会です。

(10:30開場）

お楽しみ抽選会もあります。

1/20(土）～3/17（土）

1/22(月）

受講料：3,900円（資料代込）
〈対象〉1年以上の経験者 〈持ち物〉楽器 楽器の対象はサックス、トランペッ 定員：15名（先着順）
ト、トロンボーン、クラリネット、フルートなどの管楽器。楽器の種類は問いませ
申込：12/2（土）～
ん。
受講料：500円
1，2才おやこあそび
対象：1,2歳の子どもとその保護者
みんなでオニは外！
定員：20組（先着順）
持ち物：お茶、汗拭きタオル 親子とも動きやすい服装でお越しください。
申込：1/7(日)～
受講料：2,010円（材料費込）
和紙ちぎり絵講座

10:00～12:00

初級者：雪の日 中級者：毛糸の篭

19:00～20:30
1/21(日）
10:30～11:30

入場無料

はじめてのビッグバンド（全6回）

定員：20名（先着順）
申込：12/11(月)～

1/28(日）
14:00～15:30

参加費無料
第2回きらら百人一首大会
日本の伝統文化である「小倉百人一首」を通して、チームでかるた競技をしま 対象：小学生 3人1組
定員：24組（先着順）
す。
申込：12/15（金）～

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。

＜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
冬休み期間：12/27（水）・28（木）、1/4（木）・5（金）
開催中～3/11（日）

小学生以下 100円

プラネタリウム レギュラー投影「オーロラを見に行こっ♪」
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～

＊ココロンカード持参の児童は
入館料無料

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
12月：ベツレヘムの星 ～Xmas音楽とともに～
1月：オーロラ ～冬の音楽とともに～

毎週日曜・祝日
10:00～

プラネタリウム ちびっこ投影
うたや物語をまじえた、小さいお子様連れ向けの投影
12月「サンタクロースのわすれもの」 1～3月「オリオンとさそり」

12/10(日)14:25〜
ちょこっとサイエンス
1/14(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
12/17（日）9:00～17:15 クリスマス★フェスタ
特別プラネタリウムや工作でクリスマスを楽しもう。ひょんたんも登場するよ！
1/21（日）18:30～
特別投影「新星紀プラネタリウムLIVE SHOW in イタミ」
DJ風のファンキーなプラネタリウム・ショー。（出演：D.J.Stardust 遊星寿々）
要観覧料。要申込。電話・来館にて12/1（金）10:00から申込開始。先着順。
開催中～3/11（日）
企画展「ホント？ふしぎ！錯覚あそび」
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！
12/2（土）～3/11（日） ウィンターイルミネーション「光のギャラリー」
色とりどりのまばゆい光にあふれる「異空間」をお楽しみください。

公民館

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。

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

12/6（水）12:15～12:45 公民館ロビーコンサート「アイヌのうたとおどり」
アイヌの伝統的な唄や踊りを参加型ライブで楽しみます。出演；ミナミナの会

費用:無料

12/7・14・21、1/11・18・ 「さすが！！」と云わせるオヤジさんみがき塾
25（木）10:00～12:00
高齢者の孤立などを防ぐために求められる地域コミュニティ。そこで活躍が期
待されるのがオヤジさんです。自分の時間を自由に使えるようになったオヤジ
さんの家事デビュー、そして地域デビューへの挑戦を応援します。
12/9（土）
人権啓発センターdeアイヌの手しごとワークショップ

定員:30名（先着順）

①10:00～12:00

アイヌの人々の伝統文化に触れてみましょう。（会場:人権啓発センター）

費用:①100円、②300円

②13:00～15:00

①アイヌ文様を切り絵で楽しむ ②アイヌ文様刺繍を楽しむ

申込:中央公民館にて受付中

12/9（土）

見つめることから見えてくる｢孤独死｣｢貧困｣｢家族｣｢生と死｣ｼﾘｰｽﾞ3
映画「桜の樹の下」を撮って、見えてきた「幸せな老後」とは？

定員:30名（先着順）

10:30～12:00

申込:不要
費用:1,700円（材料費別途要）
申込:受付中
定員:各20名（先着順）

12/16（土）

費用:600円
神奈川県川崎市にある公営住宅に住む単身高齢者を撮り続けた、田中 圭さ
申込:受付中 ◎
ん。田中さんが撮影する中で見つけた、それぞれの老後の生き方についてお
話していただきます。
定員:30名（先着順）
2017友活中期 miniクリスマスコンサート
対象:30歳～49歳の独身男女
歌と楽器と簡単ケーキでクリスマス気分を味わいましょう♪
費用:1,100円（材料費含む）
申込:受付中
定員:親子50組（先着順）
クリスマスリースを作ろう！

10:00～12:00

どんくりや木っ端、植物のつるなどを使って、かわいいクリスマスリースを作り 費用:無料

12/10（日）
13:30～

ましょう。（対象：幼児～小学生とその保護者）

申込:不要

◎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。

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

12/1(金)

おとなが愉しむおはなし会

場所：ことば蔵 対象：15才以上

13:30～14:15

大人向けの絵本の読みきかせ

定員：30名（先着順） 申込不要／無料

12/3（日）

ことば蔵 南極クラス

場所：ことば蔵1階 多目的室2

14:30～

12/4（月）

一瞬でまつげが凍るマイナス30℃の世界や、南極ではどんな人たちが働いて 対象：小学4年生以上
いるのかについて語る「南極クラス」を、ことば蔵で開催。南極の氷にも実際に 定員：50名（先着順）
触ることができます。講師は株式会社ミサワホーム総合研究所 第57次南極
電話・来館にて申込要／参加無料
地域観測隊 福田真人さん
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

対象：なし 申込不要／参加無料

12/5（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～

絵本の読みきかせ・手あそびなど

対象：未就園児とその保護者
申込不要／参加無料

12/9（土）

おそうじ教室 めざせ！おそうじマスター

10:00～

今年の大そうじは家族みんなで取り組みましょう！
クイズや体験を交えて掃除道具の使い方などを学びます。
講師は株式会社ダスキン クリーン・ケアカレッジ

12/16（土）

場所：ことば蔵1階 交流フロア
対象：小学3～6年生
定員：30名（先着順）
電話・来館にて申込要／参加無料
場所：ことば蔵1階 交流フロア
年賀状の書き方教室
手紙の書き方アドバイザーの藤田三奈子さんと、絵手紙講師の高原眞由美さ 対象：中学生以上
定員：20名（先着順）
んが、年賀状の書き方と、それに添える水彩画の描き方を紹介します。
電話・来館にて申込要／材料費300円
場所：南分館 ぎょうじのへや
ｸﾘｽﾏｽのわくわく☆えほんひろば～ｵﾘｼﾞﾅﾙｽﾉｰﾄﾞｰﾑを作ろう～

10:30～11:30

ほうかご図書館くらぶによる読みきかせ、スノードーム作り（先着15名）など

申込不要/無料 対象：2歳以上

12/23（土・祝）

サンタのおたのしみ袋

場所：ことば蔵

9:30～18:00

中身の見えない袋に入った本を貸し出すクリスマスイベント

定員：70名 申込不要/無料

ヒントを頼りにお好きな1袋をお選びください（無くなり次第終了）

対象：図書館利用券登録者

12/9（土）
14:00～

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)

12/12（火）～12/17（日） 平成29年度人権ポスター・啓発標語作品展
1/10（水）～1/21（日） ふぉと 俳句の杜 作品展

ポスター・その他

1/24（水）～3/4（日）

パネル資料展示

住友電工陸上部創部90周年記念展

応募作品展示

※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。

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

12/10(日)

ラスタクリスマスコンサート

14:00開演

ラスタホールで活動する講座受講生や同好会の皆さまが主役となって演奏す
るコンサートをお楽しみください。

(13:45開場)
12/17(日)
14:00開演
（13:30開場）
1/17(水)～3/14（水）
14:00～15:10
全3回
1/20(土)
マイヤーリング
10:00～・14:30～
カサブランカ
12:00～・16:30～
1/31(水)～3/28（水）
13:30～15:00
全3回

入場無料・予約不要

＜チケット発売中＞
一般 ：前売1,600円・当日2,000円
クリスマスやクラシックの名曲をお届けします。今回はメゾ・ソプラノ、マリン
バ、モンゴル楽器、ピアノによる演奏です。アメイジング・グレイス、七つの子、 高校生以下・60歳以上：
前売1,200円・当日1,600円
浜辺の歌、別れの曲、ヴォラーレ他。
ソフトドリンクのサービス付
要事前申込み
海外紀行～シルクロード・パタゴニア・南アフリカ
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、貴重な体験な 参加費：無料
定員30名
どを、写真などを交えてお話します。

ITAMIアーベントコンサートVol.89 ＜クリスマスのプレゼント＞

＜チケット発売中＞
イングリッド・バーグマン主演、不朽の名作「カサブランカ」と、オードリー・ヘプ 前売 500円・当日700円
バーン幻の未公開作品（後に2013年公開）と言われたテレビ映画「マイヤーリ （いずれも1回券）
ング」を、2本立てで上映いたします。銀幕を華やかに彩る両女優の名画をお 毎回入替制
楽しみください。
要事前申込み
俳句をはじめよう
俳句を始めると、季節の移ろいに敏感になり、見るものすべてが輝いてきます 参加費：2,100円（全3回）
よ。仲間はみんな初心者です。紙と鉛筆と好奇心を持って、ともに一歩踏み出 定員20名
してみましょう。

ラスタ映画倶楽部 「バーグマン×ヘプバーン 稀代の名女優特集」

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

電話で随時

12月 ｢おかあさんのおっぱい」
11月 ｢ぞうさんとねずみさん｣

作 保阪 藍子 さん
作 柴田 由加 さん

12/4(月）
10:00～11:30

講師：家島 明彦さん(大阪大学 全学教育推進機構教育学習支援部講師)

12/9・1/13（土）

パソコンヘルプデスク

14:00～16:00

講師：いたみＩＴ倶楽部

12/10～1/28（日）
10:00～12:00

講師：柴田 将司さん（社会保険労務士・簿記講師）

12/10（日）

楽しいお天気教室～雪の結晶を作ろう！～

13:30～15:30

講師：寺野 健治さん（日本気象予報士会 関西支部）

12/11・18(月）
14:00～15:00

講師：ローラン・ラボレーさん(武庫之荘・ｴｺｰﾙｷｯｽﾞ講師）

12/11(月)

それってデートＤＶなんじゃない？

10:40～12:00

講師：斎藤 真緒さん（立命館大学 産業社会部准教授）

①12/15（金）
②1/19（金）
10:00～11:30

やさしい心理学

①12/16(土)
②1/20（土）
10:00～11:30

ツインズひろば

男らしさ・女らしさの心理学～メディアが及ぼす影響～

簿記教室～簿記の基礎知識や日商簿記検定3級を目指す～

チャレンジ英語＆プチフランス語講座

①『行動は私を変える第一歩』②『生活に活かすイメージの力』
講師：横家 佳子さん（教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・心理ｶｳﾝｾﾗｰ）
①「お楽しみ♪クリスマス会」げきだんＧ
②「大人になったツインズに聞いてみよう」

通信料のみ
おはなし
電話番号 ７７３－０８７４

http://www.itami-danjo.jp
参加費:300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
参加費:1回200円 対象:ﾃｰﾏに関心の
ある方10名 申込:電話又は直接
参加費:1カ月2,200円 ﾃｷｽﾄ756円
託児あり 定員:20名 申込:電話又は直
接
参加費:600円 対象小学3年生～中学
3年25名 申込:電話又は直接
参加費:1回500円 対象:ﾃｰﾏに関心の
ある方15名 託児あり 申込:直接又は
電話
参加無料 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
参加費:1回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
参加費: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:電話又は直接

12/16（土）

Ｇセン クリスマス・ファミリープレゼント

14:00～15:30

「はなまる座」による人形劇、サンタからのプレゼント

参加費:1人200円 定員:80名 申込：
電話または直接 詳細はｾﾝﾀｰへ

12/17（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

①12/18(月)
②1/15（月）
10:00～11:30

0歳ﾍﾞﾋﾞｰのＨＡＰＰＹ子育て（後期）

参加費:1回500円 材料費:500円
(12/18（月）のみ) 対象:0歳ﾍﾞﾋﾞｰとそ
の保護者10組 申込:電話又は直接

①「ｸﾘｽﾏｽに手作りおもちゃを」 講師：てづくりおもちゃｸﾞﾙｰﾌﾟ さざんかさん
②「心もほぐすﾘﾝﾊﾟﾏｻｰｰｼﾞ」講師：東 邦子さん（ﾘﾝﾊﾟｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

12/21（木）
17:30～19:00

冬の夜空を望遠鏡で観察してみませんか？ （こども文化科学館共催事業）

1/5(金)

新春あそびラリー

10:00～11:30

正月遊びを一緒に楽しみませんか？

1/27(土）
10:30～12:00

節分の由来を知り、鬼面を作り、豆まきを楽しみます

1/27(土）
14:00～15:30

様々なｼﾞｬﾝﾙの曲を一緒に歌います 講師：井上 一朗さん(法専寺住職）

1/28(日）
10:00～11:00

「Ｇセン星をみる会」

おにめんづくりと豆まき

歌声サロン

参加費:無料 対象:どなたでも(幼児・
小学生は保護者同伴)25組 申込:電話
または直接
参加費：無料 申込不要 対象:幼児・
小学生とその保護者
参加費:子ども1人100円 対象:幼児・
小学生とその保護者40名 申込:1/4
（水）～直接又は電話で
参加費:300円(ﾄﾞﾘﾝｸ付き) 対象ﾃｰﾏ
に関心のある方50名 申込:電話又は
直接

参加費:500円 2・3歳児と男性保護者
にちようびはパパとあそぼ！
『からだをうごかして寒さをふきとばそう』講師：柴田綾子さん・岸田梨枝子さん 15組 電話又は直接

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
12/3(日）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～クリスマス・ファンタジー

入場無料、定員120名(当日先着順)

12:15～13:00

出演：ユーフォニアム曽我香織

全席自由

オルガン瀬尾千絵

曲目：コンチェルト ヘ短調、 ノエルによるグラン・クール
12/16（土）

他

会場：多目的ホール

1/7(日）

入場料
大人
1,200円（前売1,000円）
出演：ヴァイオリン松田淳一 チェロ後藤敏子 オルガン木谷和子
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

12:15～13:00

～イングリッシュホルンとオルガンの調べ

全席自由

出演：イングリッシュホルン高橋裕史 オルガン橘由美子

会場：多目的ホール

クリスマスコンサート～星きらめく夜に

18:30～20:30

曲目：新世界より「家路」、 「白鳥」

他

1/13, 1/20, 2/10 (土)

短期陶芸教室（各土曜日2時間 全3回）

定員：30名 申込期限 1/5(金)

10:00～12:00

1回目・2回目で作陶し、最終日に釉薬[うわぐすり]・絵付けをおこないます。

対象：中学生以上の伊丹市民

ていねいな指導で、初心者でも安心です。

受講費用：材料費として800円必要

1/20(土）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～祈り

入場無料、定員120名(当日先着順)

12:15～13:00

出演：オルガン大代恵

全席自由

曲目：主の祈り、 聖母への祈り

中心市街地関連
12/3（日）
9:00～日没まで

1/27（土）
13:00～15:30

他

会場：多目的ホール

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＞
伊丹市内の雑貨屋さん、洋服屋さんたちが選んだかわいくてお洒落な手作り 三軒寺前広場
＜問合せ先＞
雑貨やクリスマスグッズなどの販売を行います。
伊丹都市開発㈱事業部
クリスマスのお料理、ホットワインなどもお楽しみください。
電話:072-775-6727(平日9:00～17:00)
＜会場＞
第14回いたみアピールフォーラム
伊丹市立産業・情報センター６階
「伊丹氏と姉妹都市・大村市を結ぶ歴史物語」
国内姉妹都市である大村市との関わりを、かつて伊丹を治めていた伊丹氏と 「マルチメディアホール」
＜参加費＞
の繋がりからひも解くフォーラムを開催します。
500円（当日受付時支払）
大村スイーツのお土産つき。
＜申込・問合せ先＞
まちなかにぎわい課（電話：072-7848068）か、電子申請（市HPまたはQR
コード）で申込。
申込期間:12/1(金)～1/19(金)(平日
9:00～17:30、ただし、12/29(金)～
1/3(水)は問合せ・申込受付を休止。)

第6回伊丹クリスマスマーケット

平成２９年度年末年始休館日

12月
26
(火)

東リ いたみホール、アイホール、
女性･児童センター
ラスタホール・図書館南分館
こども文化科学館
工芸センター、伊丹郷町館、
公民館、博物館、青少年センター
図書館本館「ことば蔵」
ことば蔵ギャラリー
伊丹アイフォニックホール
きららホール・図書館北分館
図書館西分室、神津分館
美術館
柿衞文庫
サンシティホール
昆虫館

＊

27
(水)

＊

28
(木）

29
(金）

1月
30
(土）

31
(日）

1
(月)

2
（火)

3
(水)

4
(木)

△

◆

＊

＊

工芸センター：12/26（火）～28（木）及び1/4（木）～1/12（金）は展示入替期間。
美術館:12/26(火)〜28(木)・1/4(木)〜12(金)は展示入替期間のため休館｡
◆図書館本館「ことば蔵」：1/4（木）は2・3階の図書コーナーはご利用いただけません。
1・4階のみご利用いただけます。
△青少年センターは28日(木)は12:00で業務は終了します。
＊柿衞文庫展示は行いません（図書閲覧など可）。
昆虫館はチョウ温室改修工事のため3/31（土）まで休館。

は休館日です

