2019

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 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://itami-cs.or.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。
3/10（日）
13:30～

ズーラシアンブラスと弦うさぎによる「音楽の絵本」
～親子で楽しむコンサート～

大人:2,500円
こども（中学生以下）:1,000円
全席指定
指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏の
ズーラシアンブラスと弦楽四重奏の弦うさぎ。0歳のお子様からご入場いただ 大人1名につき3歳未満のお子様1名
まで膝上鑑賞の場合無料。
ける、動物たちが織りなす不思議なクラシックコンサートへようこそ！
会場:大ホール
【予定曲目】展覧会の絵より、となりのトトロ、一週間の歌 他

3/13（水）
19:00～

東リ いたみホール1階エントランスホール活用事業vol.12
伊丹オトラク エントランスコンサート
オトラクミュージシャン“mollen（モーレン）”によるコンサート！
西洋のこぎり(ﾐｭｰｼﾞｶﾙｿｳ)とｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰのデュオによる演奏をお届けしま
す。のこぎりとギターの不思議な音色が織りなす世界をお楽しみください。

3/15（金）
18:30～

桂米朝一門 いたみ寄席 ～座敷で楽しむ、生落語～

3/24（日）
14:00～

第33回伊丹市民オペラ定期公演｢ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ｣｢道化師｣

熱気あふれる和室を会場に、間近で落語の醍醐味を味わえる公演です。 若
手からベテランまで、桂米朝一門ならではの個性あふれる出演者の競演を、
どうぞお楽しみに！
【出演】桂 塩鯛、桂 米左、桂 雀喜、桂 吉の丞、桂 米輝
P.マスカーニ作曲/R.レオンカヴァッロ作曲(全幕・ｲﾀﾘｱ語上演・日本語字幕付)
南イタリアを舞台に繰り広げられる2つの愛憎劇の主人公は、裏切る男と裏切
られる男。いずれも現実をリアルに描写した、写実主義と呼ばれるヴェリズモ・
オペラの代表作です。人々の欲望の影に描かれる愛の結末はいかに…！両
演目の主役は、全国的に活躍するテノール歌手・藤田卓也。今旬のテノール
を2作で堪能できるスペシャル公演です！
指揮：加藤 完二 演出：井原 広樹 合唱指揮：岩城 拓也
出演：藤田卓也（【ｶｳﾞｧﾚﾘｱ】ﾄｩﾘｯﾄﾞｩ 【道化師】ｶﾆｵ）、山口 安紀子（【ｶｳﾞｧﾚﾘ
ｱ】ｻﾝﾄｩｯﾂｧ）、森川華世（【道化師】ﾈｯﾀﾞ） 他

無料（申込不要）
全席自由
会場:1階エントランスホール

【入場整理番号付きチケット】
前売:1,800円 当日:2,000円
全席自由
定員100名（先着順）
会場:4階大和室☆
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)

☆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。

文化振興課
2/2（土）
14:00～（13:30開場）

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

入場無料（要整理券）
定員:500名
伊丹市芸術家協会会員によるコンサート。
1部:ﾌﾙｰﾄ、ｻｯｸｽ、ｿﾌﾟﾗﾉ 2部:能楽、日本舞踊、尺八、箏・三弦、和太鼓
整理券取扱場所:伊丹市役所6階文化振興課、伊丹アイフォニックホール、東
リ いたみホール、アイホール、きららホール、ラスタホール、ことば蔵
入場無料
平成30年度 伊丹市芸術家協会展
伊丹市芸術家協会会員による絵画（洋画・日本画）、彫刻、工芸、書、写真を
展示。

伊丹市芸術家協会舞台・芸術事業 第9回早春の風にのせて

3/2（土）～3/17（日）

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

開催中～3/3（日）
冬季企画展開催中は
9:00開館

冬季企画展「第43回学習参考展「むかしのくらし」」

3/3（日)
13:00～16:00

あ・そ・ぼ♪「むかしのあそび」

入場無料

昭和期を中心とした生活用具を、米づくり・労働・生活・娯楽などのﾃｰﾏにわけ
て展示・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。
パックごまや、割りばしてっぽうを作ったり、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。

参加無料。当日直接会場へ

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://aiphonic.jp/
℡ 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。
2/9（土）
14:00～

伊丹シティフィル・サロンコンサート vol.19
～三種の神器！？いえ、三種の金管楽器です！！～

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:たまあじゅ・トリオ
2/11（月・祝）
19:00～

文化サロン“話題探訪”トーク&コンサート
「音のアラベスク ～中東の弦楽器ウードの響き～」

受講料:1,500円 （定員60名）

西洋のリュート、そして日本の琵琶の祖先であるウードは人間の心を原点に
立ち返らせる、どこか懐かしい響きを持った中東の代表的な弦楽器です。マ
カームという彩り豊かなアラブ音楽独特の音階や旋律、リズムについて、特に
アラブやトルコの古典曲を通して解説します。
講師:常味裕司（ウード奏者）
2/24（日）
14:00～

一般:3,000円
学生（小学生以上）・シルバー（60歳以
着想から20年をかけて生まれた“難産の大曲”ブラームスの交響曲第1番の 上）:2,500円
他、哀しみのモーツァルト作品、素朴で愛らしいシューベルトの舞曲、お馴染 子ども（4歳以上）:1,500円
全席自由
みのショパンの大作・・・をあわせてお楽しみください。
4歳未満のお子様のご入場はご遠慮く
【出演】田尻洋一（ピアノ）
【予定曲目】モーツァルト:ピアノソナタ イ短調 kv310、シューベルト:12のドイツ ださい。
舞曲、ショパン:即興曲 第2番、アンダンテスピアナートと華麗な大ポロネー
ズ、ブラームス:交響曲 第1番 ハ短調 op.68（田尻編）
☆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。

田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズ in伊丹 vol.80
～田尻洋一渾身のアレンジ！～ “ブラームスの交響曲と・・・”

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。
2/23（土）19:00
2/24（日）12:00/16:00

3/16（土）19:00
3/17（日）14:00

3/21（木・祝）15:30
終演後、合評会あり

3/30（土）9:30
3/31（日）9:30

【日時指定・自由席】
一般1,800円
関西の人気劇団「空晴」の岡部尚子と、年齢から経歴まで様々な演劇ラボラト 当日2,000円
リー受講生が創り上げる新作公演。とあるマンションのふたつの部屋を舞台
に繰り広げられる引っ越しにまつわるアレコレから、夫婦の在り方や親子の繋
がりについて描きます。個性豊かな登場人物たちによる、笑いあり、涙ありの
ハートフルコメディをお楽しみに。
【日時指定・全席自由】
AI・HALL自主企画 伊丹想流劇塾第2期生公演 『憂歌2019』
劇作家養成の戯曲講座『伊丹想流劇塾』。筆力を磨いてきた塾生たちが、関 前売1,500円
西で活躍する俳優陣・演出家とタッグを組み“卒塾公演”に挑みます。劇作家 当日1,800円
の卵たちが送る、趣向を凝らした短編戯曲の連続上演にご期待ください。
【全席自由】
AI・HALL自主企画
700円(前売・当日とも)
伊丹想流劇塾マスターコース リーディング公演 『風のない八月』
上級者向け戯曲講座で執筆されてきた数々の長編戯曲の中から、講師が選
んだ秀作をドラマ・リーディング形式で上演。盆踊り大会の夜、中学校の窓ガ
ラスが割られた。いったい誰が何のために？ 住民らの思惑が交錯するなか、
やがて思いもよらない真相が浮かび上がり…。地方都市を舞台に地域格差、
スクールカーストなど、現代社会が抱える問題を描きます。
【自由席】
AI・HALL自主企画
入場無料
アイフェス!!2019（ＡＩ・ＨＡＬＬ中学高校演劇フェスティバル）
市内の中学・高校の演劇部が、アイホールをフルに活用してそれぞれの自信
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！

ＡＩ・ＨＡＬＬ自主企画
演劇ラボラトリー空晴プロジェクト 『君をおくる君におくる』

美術館
開催中～2/24（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

collection2 カリカチュールがやってきた 19世紀最高峰の諷刺雑誌 一般

500（400）円
1830年に創刊され諷刺画の黄金期を築いた絵入諷刺雑誌「カリカチュール」 大高生 250（200）円
と、シュルレアリスムの先駆といわれるフランスの諷刺画家グランヴィル（1803 中小生 100 （80）円
（ ）内は20名以上の団体割引料金
−1847）の軌跡に迫ります。

工芸センター
開催中
～2/11（月・祝）

ITAMI Glass Collection 「 光景 」 展

2/9（土）～2/17（日）

伊丹郷町クラフトショップ「棚卸しセール」

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）
https://mac-itami.com
℡ 072-772-5557

場所:伊丹市立工芸センター
伊丹市立工芸センターが所蔵するガラス作品のなかから約30点を紹介。さま 入場無料
ざまな技法によって制作されたガラス作品の数々をご堪能ください。
場所:旧石橋家住宅1階

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。
2/23（土）～3/24（日）

「キセイのカタチ」

3/2（土）14:00～

「ギャラリートーク」出品作家による作品解説
「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
ワークショップ「木製スプーンを作る」 講師:柴田政治

3/17（日)14:00～
3/23（土）
①10:30～、②14:00～
3/2（土）～24（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

4月初旬開講
原則火曜日～金曜日
（土曜日は自習日）

場所:伊丹市立工芸センター
各方面で活躍中の工芸作家が「キセイのカタチ」をテーマに制作した作品を展 入場無料
示販売します。それぞれの“キセイのカタチ”をお楽しみください。

クルミの木を彫刻刀やナイフで削って、木のスプーンを作りましょう。

3/17（日）
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://itami-cs.or.jp/itami-gochou/

場所:旧石橋家住宅1階
トライやるウィークで実習に来た中学生が考案した企画で、今回は、館内に設 参加無料
置された俳句にまつわる問題を探して解いていくゲームを実施。問題の難易 参加者には景品をプレゼント！
（先着50名）
度は3段階に分かれており、子どもから大人まで楽しむことができます。
場所:旧岡田家住宅・酒蔵
夜のことば関連企画「子どもも大人も、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 参加費:500円 定員:20名（先着順/小
学4年生以下保護者同伴）
を開催。「夢」をもとに子どもも大人もみんなで一緒に踊ってみましょう！
2/15（金）より電話又は来館にて受付

中学生の夢叶えます！企画「謎解き俳句ゲーム」

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

プチ展示「友の会活動紹介」
伊丹市昆虫館友の会の活動と、会員の研究を紹介します。
会場:2階第2展示室(予定）

開催中～3/25(月）

開催中～4/8(月）

参加費:2,000円
定員:各8名（中学生以上） 要予約

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 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、｢“伊丹”をテー 入場無料
マにしたジュエリー｣の販売も！
受講料:24,000円（会員19,200円）
型染講座 「“型”を楽しむ」
材料費 3,000円
開講中～3/26（火） 火曜日 全8回 10:30～16:30
（2/12、2/19、2/26は休講）
講師:北里 美絵子（型染作家）
昔ながらの本格的な型染を学びます。
受講料:16,000円（会員12,800円）
木口木版画講座 「英国生まれの木版画」
その他材料費別途必要
開講中～3/24（日） 日曜日 全8回 13:30～16:00（2/24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。
受講料:640,000円/年
伊丹ジュエリーカレッジ 第20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 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。

伊丹市昆虫館
開催中～2/18(月）

入場無料

「伊丹ジュエリーカレッジ 第19期生修了作品展」

伊丹郷町館
3/10（日）
13:00～17:00
(最終受付16:30)

入場無料

＜開館時間＞
9:30～16:30（入館は16:00まで）

＜入館料＞
大人 400円
お前も切り絵にしてやろうかッ！切り絵作家 いわたまいこ 個展。
中・高校生 200円
会場:2階第2展示室（予定）
3歳～小学生 100円
0～2歳 無料
企画展「伊丹の自然」
伊丹市の生物多様性についてわかりやすく紹介。市内で公募した「伊丹の自 伊丹市内在住・在学の3歳～中学生
は無料（要証明書）
然」絵はがきも展示します。
会場:1階特別展示室 他

プチ展示「紙切り虫のしわざ」

柿衞文庫（かきもりぶんこ）
開催中～2/24（日）

2/1（金）、3/1（金）
13:30～

2/16（土）、3/16（土）
10:30～
2/23（土）、3/23（土）
10:30～

3/26（火）
13:30～

①2/10（日）
②3/10（日）
14:00～17:00

3/5（火）
14:00～15:30

一・高般 200円（160円）
平成21年に戦後俳句を代表する女性俳人桂信子を顕彰し、女性俳人の活動 大・高生 100円（080円）
の更なる発展を願い創設した桂信子賞は、本年度で第10回目を迎えます。桂 中・小生 050円（040円）
信子賞創設10周年を記念し、桂信子と選考委員また過去の受賞者たちの作 （）は20名以上の団体料金
品などを紹介します。

小企画展 桂信子賞創設10周年記念「桂信子賞の女性俳人たち」

かきもり文化カレッジ
○研究コース 坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯

要申込（定員30名）
要資料代
講師 柿衞文庫理事長 坪内 稔典
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。
要申込（定員30名）
○男の句会コース
一
般 1回 1,500円
講師 「山茶花」主宰 三村 純也氏
友の会会員 1回 500円
男性限定の句会です。初心者歓迎します。
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。
要申込（定員30名）
○鑑賞コース 直筆で楽しむ－花鳥風月・春
一
般 1回 1,500円
講師 柿衞文庫館長 岡田 麗
芭蕉・鬼貫・蕪村ら江戸時代の俳人たちが句に詠み、描いた四季の風物。今 友の会会員 1回 500円
年度は春にちなむ作品を鑑賞します。

○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む

也雲軒
○俳句ラボ

要申込
一 般 1ターム 1,000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。
講師 ①藤田亜未氏 ②塩見恵介氏、杉田菜穂氏、久留島元氏、藤田亜未氏 大学生 1ターム 500円
②3/10（日）は吟行会を予定しています。詳細は柿衞文庫までお問い合わせ 高校生以下無料
ください。
要申込（定員100名）
○ことばを考えるシリーズ27「岩崎ちひろの絵とことば」
一・高般 1,000円
講師 美術・絵本評論家、ちひろ美術館常任顧問 松本 猛氏
柿衞文庫理事長の坪内稔典との対談もあります。この講座ならではのお話を 大・高生 1,500円
友の会会員無料
どうぞお楽しみください。

きららホール
2/10(日)
14:00～

きらら寄席

2/11(月・祝)
14:00～15:00

おやこで楽しむ音楽会

2/12（火）、3/12（火）
10:00～12:00

ココロ癒しのパステルアート

2/19（火）、3/5（火）
10:00～11:30

2/24(日)14:00～

3/16(土）、3/17(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（入館は17:30まで）
http://www.kakimori.jp
℡ 072-782-0244

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

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」 毎年恒例の「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！
出演:伊丹シティフィルハーモニーメンバー(トローンボーン三重奏）
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 要整理券
整理券はきららホールで配布中

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

受講料:各回1,000円（材料費込）
パステルの粉で、コットンを使って描くことで、味のある絵を短時間で仕上げこ 定員:各回8名
申込:2月は受付中、3月は2/12（火）
とができます。「脳もココロも元気になる」ﾊﾟｽﾃﾙｱｰﾄを描いてみませんか。
～来館または電話で受付
受講料:2月1,400円（材料費込）
くらしを彩るハーブ＆アロマ
3月1,500円（材料費込）
2月:ｱﾛﾏで抗菌～しっかり予防！抗菌ｱﾛﾏの泡ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟとﾏｽｸｽﾌﾟﾚｰ～
定員:各回10名
3月:ﾊｰﾌﾞとｱﾛﾏのｸﾗﾌﾄづくり～春を迎えるｽﾌﾟｰﾝｵｰﾅﾒﾝﾄ～
申込:2月は受付中、3月は2/12（火）
～来館または電話で受付
入場無料 要整理券
ひょっこリーナの昭和歌謡ショー
整理券はきららホールで配布中
出演:ひょっこリーナ
歌・体操・ソロ演奏とバラエティーにとんだプログラムをお楽しみ下さい。

第15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。
作品展示会3/16(土）、3/17（日） 体験会3/16（土）
きらら総おどり3/16（土） ステージ発表会3/17（日）
3/24(日)14:00～

入場無料 要整理券
「楽しい♪うた講座」「美しい声を心で歌う童謡・唱歌」の受講生とともに、童謡 整理券はきららホールで2/15（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」

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
詳細はラスタホールまで

ラスタ生涯学習フェスティバル
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。各ｻｰｸﾙの紹
介を兼ねていますので、何かを始めてみたい方もどうぞお越しください。
開催中～3/2（土）

鑑賞無料

展示発表会
絵画、工芸、手芸など様々な分野の15のｻｰｸﾙが、各3日ずつ作品を展示。

2/24（日）10:00開演

鑑賞無料

ステージ発表会
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。

2/10（日）9:30～14:00

体験講習会 アイディア料理同好会
「家庭料理の達人になるには」をテーマに、料理の実習・試食

2/14（木）
10:30～12:00

2/17（日）14:00～
（13:30開場）

2/23（土）
10:00～15:00

3/9（土）
13:30～15:00

要事前申込み
現在の混迷する世界を理解し、未来の姿を描くためには、過去の歴史を学ぶ 参加費:850円
ことは不可欠です。今こそ大人だから楽しめる世界史の扉を開いてみましょ 定員:45名
う。文明発祥の地であり、今なお紛争の絶えない中東地域の宗教を軸に現在
の国際情勢を探ります。
＜チケット発売中＞
＜朗読劇団あめんぼ座公演＞ 『頭痛 肩こり 樋口一葉』
日本語のことばの美しさ、肉声の響きの素晴らしさを大切にし、活動を続ける 一般:前売1,200円
「あめんぼ座」。今回は、劇作家であり小説家、そして放送作家でもある井上 高校生以下・60歳以上・障がい者:
ひさしが手掛けた戯曲です。数々の名作を生んだ樋口一葉の生涯をとりあげ 前売1,000円
(当日は前売の200円増し)
た作品を上演します。
当日直接会場へ
『キッズ手作りワークショップ』
ハーバリウム、ストラップ、リボンバッグ、カード作りなど、カワイイ小物を手作 参加費:100円～2,000円（ワークショッ
りできるブースを設けます。自分だけのオリジナルグッスﾞ作りに挑戦してみま プにより異なる）
しょう！お子様から保護者も参加できます。
当日直接会場へ
ﾘｻｲｸﾙ楽器の天才！「ﾏｴｽﾄﾛ足立」のふしぎなﾌｼｷﾞなｺﾝｻｰﾄ
廃棄物や身近にある素材から作られたリサイクル楽器の天才、マエストロ足 参加料無料
立による、ふしぎで楽しいコンサート！簡単楽器工作をして、子どもから大人
までみんな一緒に演奏してみよう！

学び直し世界史「世界史の流れから現代の国際情勢を紐解く」

こども文化科学館
★プラネタリウム

定員:10名 参加料:2,000円
2/3（日）までに要事前予約

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 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）
＜観覧料＞
大人・
400円
中・高校生 200円
小学生以下・ 100円

平日（春休み）:3/27（水）～4/5（金）
開催中～3/10（日）
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 冬のレギュラー投影「星空のダイヤモンド」
3/16（土）～
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 春のレギュラー投影「ﾃｰﾏ：ISS（国際宇宙ｽﾃｰｼｮﾝ）」
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

毎週日曜・祝日
10:00～

プラネタリウム ちびっこ投影

2/10（日）14:25～
3/10（日）14:25～

ちょこっとサイエンス

開催中～2/24（日）

ウィンターイルミネーション「光のギャラリー」

音楽とメガスターの星空に包まれる、癒しの時間
2月:オーロラ 3月:「季節」のはなし
プラネタリウムデビューに！うたや物語をまじえた、小さいお子さま向け投影
1～3月「星空どうぶつえん」
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
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。

開催中～3/10（日)

ココロンカード持参の児童は
観覧料無料

企画展「星空美術館」

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

夜空にあふれる美しい星たちの世界を、写真やイラストでご案内します。
2/2（土）18:15～

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ星空演奏会「星空の下でちょっと寄り道ブラスコンサート」
出演:ダ☆リーサ吹奏楽団

3/9（土）、3/10（日）
12:20～

東日本大震災関連プラネタリウム番組「星よりも、遠くへ」
震災の日の星空と被災者との繋がりを描いたプラネタリウム版ドキュメンタ
リー。（仙台市天文台提供番組）

定員:150名 参加無料
当日9:00より整理券配布
定員:各150名 参加無料
当日9:00より整理券配布

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

2/3（日）～2/24（日）
開館時間中
抽選は24（日）14:00～

リユースコーナーinことば蔵

2/10（日）
3/10（日）
いずれも13:30～

場所:きららホール 2月は2階201会議
室、3月は3階多目的ホール
対象:一般
定員:50名（2月）、120名（3月） 先着順
申込不要／参加無料
場所:ことば蔵1階 交流フロア
まちゼミ「バレンタインで使えるラッピングレッスン」
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） 定員:30名（先着順）
さんを講師に迎え、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。 当日直接会場へ 参加無料

2/10（日）
14:00～
（受付13:30～）

クリーンランドにゴミとして持ち込まれたもののうちまだ使えるイスやテーブル
10点程度をことば蔵カエボンコーナーに展示します。
申し込み多数の場合は抽選を行い、必要としてくれる方にお渡しします。
KITAシネマ DVDの上映会
2/10（日）…「坂東三津五郎 芸の真髄シリーズ 江戸ゆかりの家の芸 」（117分
2013年 日本）
3/10（日）…「蝉しぐれ」（131分 2005年 日本）

2/16（土）
10:30～11:30

わくわく！えほんひろばでおみせやさん！

2/16（土）
3/21（木・祝）
いずれも14:30～

つくってかざろう！

2/20（水）
18:30～

カエボン部 テーマ「もったいない」

2/23（土）
3/10（日）
いずれも14:30～

世界一周旅行に行こう！

2/24（日）
13:00～14:00

市民講座「ペットボトルのキャップでおひなさま作り」

2/24（日）
14:15～15:00

クリーンランド出前講座

3/4（月）
15:30～

絵本のとびら

3/13（水）
13:30～15:30

ばあばとじいじの手作りおもちゃ♪

3/23（土）
13:00開場 13:15開演

いたみっこ人形劇のつどい～みんななかよく25のまき～

店員さんに注文してピッタリな本を貸してもらおう。工作教室も。
図書館の壁面を工作で飾ります。2/16（土）かわりびな、3/21（木・祝）さくら

「もったいない」をテーマに本を持ち寄り、本の紹介を通して交流したあと、自
作の推薦帯を巻いてカエボン棚に並べます。
毎月変わるテーマの国について調べ、遊びや工作を行います。
2/23（土）スペイン、3/10（日）ポルトガル
ペットボトルのキャップを使って雛人形を手作りしよう！

食育のお話や紙を大事に使うことを啓発する紙芝居、リサイクルを啓発する
紙芝居などを行います。ごみぶくろうとたみまるもやってくるよ！

場所:ことば蔵1階 交流フロア
無料
申し込み多数の場合は抽選

場所:南分館 ぎょうじのへや
申込不要／参加無料 対象:幼児～
場所:神津交流ｾﾝﾀｰ1階ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
対象:児童（就学前は保護者同伴）
申込不要/参加無料
場所:ことば蔵1階 交流フロア
定員:なし 当日直接会場へ
参加無料
場所:神津交流ｾﾝﾀｰ1階ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ
対象:児童（就学前は保護者同伴）
申込不要/参加無料
場所:ことば蔵1階 交流フロア
定員:20名（小学生以下保護者同伴）
2/1（金）より電話または来館にて申込
場所:ことば蔵1階 交流フロア
当日直接会場へ 参加無料
場所:きららホール 2階201会議室
申込不要／参加無料

大型絵本や紙芝居
牛乳パックで車の製作・赤ちゃんから幼児向けの絵本の紹介。「手作りおも
ちゃ」と共に「読み聞かせ」もプレゼントしてあげましょう。
人形劇、ブラックライトシアターなど

場所:本館1階 交流フロア
申込:2/19（火）より電話・来館
定員:20名（先着順） 対象:一般
参加無料
場所:ラスタホール2階多目的ホール
定員:200名 対象:幼児、児童
申込不要/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)

ことば蔵ギャラリー
開催中～3/10（日）

第5回しおりんピック応募作品展

公募作品展

開催中～3/10（日）

第4回タイトルだけグランプリ投票所

公募作品展

3/26（火）～3/31（日）

“野良猫をフォーカスすると見えてくる！！”

写真展

※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。

中心市街地関連
2/10（日）
10:00～16:00

3/23（土）
9:30～12:30

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
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 問合せ先:伊丹まち未来(株)
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お越しください！ 電話:072-773-8885
（平日9:00～17:30）
＜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）
阪急・阪神沿線観光あるき
申込方法:3/1（金）より電話（072-784「伊丹郷町と伊丹老松酒造をたずねる」
8068）で受付開始。
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 申込時の確認内容:代表者の氏名・電
話番号（自宅と携帯）、参加者全員の
ます。
氏名。申込多数の場合は先着順。
＜所要時間＞3時間（予定） ＜距離＞約3.5km

第17回わっしょい！冬の元気まつり

公民館
2/3（日）～10（日）
9:00～17:30

第16回 伊丹子ども市展

2/9（土）、3/9（土）
13:30～14:30

子ども事業「土曜子ども映画会」

2/9（土）
13:30～15:00

ハンナ・アーレントの思想に学ぶ

2/16（土）
10:00～12:00

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

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。

入退場自由・無料
2/4（月）は休館日

申込:不要
2月は「ぽこぽんのゆかいな西遊記」、3月は「ハローキティのかぐや姫」、「アヒ 費用:無料
ルのペックルのアラジンと魔法のランプ」を上映します。
定員:50名（先着順）
ﾊﾝﾅ・ｱｰﾚﾝﾄは、ﾅﾁｽが台頭した時代にﾕﾀﾞﾔ人として生きた政治思想家で、民 費用:600円
主主義が現在直面する危機などの観点から、その思想が改めて注目されて 申込:受付中 ◎
います。私たちは同じ過ちを繰り返してはいないか、傍観者になってはいない
か。作品を通じて真実を追求し続けたｱｰﾚﾝﾄの思想を学びます。
定員:50組（先着順）
子ども事業 「公民館のひなまつり」
費用:無料 申込:不要
かわいいひな飾りを作ります。

2/16（土）、
3/2（土）、16（土）
13:30～15:00

市民講座「舌で味わう環境問題 Sustainable Eatingの可能性」

2/23（土）
13:30～15:00

石牟礼道子の世界にふれる

2/26（火）、
3/5（火）、19（火）
10:00～12:00

市民講座「文化の移り変わりと日本酒」

環境にやさしい社会をつくるために、我々に何ができるのか。「味わうこと」
から共に考えます。

定員:30名
参加料:2,000円（材料費含む）
申込:受付中 ◎

定員:50名（先着順）
昨年、90歳で亡くなった石牟礼道子さんは、水俣病患者の心を綴った「苦海浄 費用:600円
土 わが水俣病」が高い評価を受け、以降も「天の魚」や「椿の海の記」「流民 申込:受付中 ◎
の都」などの作品の中で、患者の心に寄り添いながら、その内面的な世界を
表現してきました。石牟礼さんと親交の深かった水俣フォーラム理事長の実
川悠太さんにお話をうかがい、その生き方や作品を通じて発し続けた彼女の
想いにふれ、「いのち」とは何かを考えます。
定員:30名
日本酒の魅力とは何か。世界の色々なお酒を学びながら、お酒を飲む人も飲 費用:全回1,400円、1回600円
申込:受付中 ◎
まない人も日本酒の魅力に迫ります。

◎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。

サンシティホール

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

2/17（日）
10:00～13:00

サンシ亭「元気寄席」～故郷の街をともに生きる～シリーズ第15回

3/9（土）～10（日）
10:00～17:00
(10日は16:00まで)

第29回 シルバー文化作品展

2/3（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「イタリアとベルギーの風」

2/16（土）
12:15～13:00

ﾊﾟｲｵﾙｶﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞｺﾝｻｰﾄ「ﾁｪﾛとｵﾙｶﾞﾝで奏でる歌の翼」

3/2（土）
13:00～14:00

「６０歳からの朗読」発表会

3/3（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「春のおとずれ」

3/16（土）
18:30～20:30

パイプオルガン・スプリングコンサート「愛と祈りによせて」

3/17（日）
14:00～15:45

桜コンサート「桜と春の歌をうたいましょう」

今回もスペシャルゲストとして若手新進落語家「桂 白鹿」さんを迎え、さらに
円熟味を増したお馴染みのメンバーとともに、皆様を爆笑の世界へ！ご来
場、お待ちしております！

会場:多目的室（2階）
入場無料、定員70名（当日先着順）
全席自由
入場無料（整理券なし）

市内高齢者の作品展示・演芸・模擬店・健康相談等など。
会場:多目的ホール
入場無料、定員120名（当日先着順）
出演:ユーフォニアム曽我香織 オルガン瀬尾千絵
曲目:クラブサン舞曲集より”アダージョとアレグロ” アルビノーニのアダージョ 全席自由
出演:チェロ後藤敏子 オルガン木谷和子
曲目:夢のあとに、タイスの瞑想曲、アメイジング グレイス
朗読劇・・・ 「ベッカンコおに」
大人も子供も、大感動の物語です！！
出演:メゾソプラノ永松圭子 オルガン橘由美子
曲目:ヘンデルの「ラルゴ」、「春の日の花と輝く」

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
会場:多目的室（2階）
入場無料、定員60名（当日先着順）
全席自由
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

大人
1,200円（前売1,000円）
60歳以上
800円（当日前売共）
出演:ソプラノ松永栄子、ナレーション櫻井直子、オルガン田坂千禎
前売券発売:サンシティホール、東リいたみホール、伊丹アイフォニックホール 小・中学生 500円（当日前売共）
会場:多目的ホール
ラスタホール、（公社）伊丹市シルバー人材センター
出演:スイートエコー、矢野美由紀、東理恵、橋本弘子、畑辺起津留
曲目:さくら、春よ来い 他

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
電話で随時

テレホン童話 電話で創作童話が聴けます

2/8（金）
10:00～11:30

0歳ベビーのHAPPY子育て(後期）

2/9（土）10:30～12:00
3/3（日）13:00～15:00

歌声サロン
様々なジャンルの曲をご一緒に歌います。
講師:塩井 眞理子（月曜会コーラス指導）

参加費:1回300円（ドリンク付き）
定員:50名（先着順）
申込:電話又は直接

2/9（土）13:30～15:00
3/3（日）10:00～15:00

わくわくこども教室
(3月はミモザの日に開催）

参加無料
対象:どなたでも

①2/16（土）
②3/15（金）
10:30～12:00

ツインズひろば(後期）
①「ハンド・リンパマッサージでリラックス」 東 邦子
②「親子自由あそび、フリートーク」
Ｇセンかみしばいの日

参加無料 申込:電話又は直接
対象:双子以上の親子（3歳児まで）ま
たは多胎児を出産予定の方10組

2/17（日）、3/17（日）
11:00～11:30

2月｢あっちゃん おかあさんになる」 保阪 藍子 作
3月「こねこのミーちゃんと小さなキーホルダー」 柴田 由加 作
『ＨＡＰＰＹ ラブレター』 ベビーちゃんに今の気持ちをしたためましょう
講師:堀井 千夏（ファシリテーター）

語り手 紙芝居サークル「いろは」

2/23（土）
10:30～12:00

Ｇセンひなまつり

2/24（日）
10:00～11:00

にちようびはパパとあそぼ！

ひな祭りの由来等を知り、おひなさまを作ります

『思い出つくり』 植物を育ててみよう
講師:柴田 綾子・岸田 梨枝子

神津福祉センター
4月～原則第2・4（月）
9:00～10:30

通信料のみ
おはなし
電話番号 773－0874
http://www.itami-danjo.jp
参加費:1回500円
対象:0歳ベビーとその保護者
定員:10組 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:こども1名100円
対象:幼児とその保護者40名
申込:2/1（金）より電話又は直接
参加費:500円 材料費:200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

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:3ヶ月4,620円
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:15名
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。3ヶ月ごとに更 1回限り見学無料
申込:3/1（金）より同センターで受付
新していただく通年講座です。
4月～原則第2・4（月） 大正琴 初級
受講料:3ヶ月4,620円
10:30～12:00
入門編の講座です。大正琴の演奏の基礎から教わりながら色々な曲の習得 定員:15名
を目指します。講座用の楽器は当センターで準備します。初心者歓迎。3ヶ月 1回限り見学無料
申込:3/1（金）より同センターで受付
ごとに更新していただく通年講座です。
4月～原則第1（木）
受講料:6ヶ月4,620円
フラワーアレンジメント講座
10:00～12:00
まちのお花屋さんが、季節のお花、素材を選んでくださいます。様々な器に工 別途お花代が必要です。
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。半年ごと 定員:13名 1回限り見学無料
申込:3/1（金）より同センターで受付
に更新していただく通年講座です。
4月～原則第3（木）
受講料:6ヶ月4,620円
おもしろ文化史
10:45～12:15
定員:25名
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…という、
「？」が見事に「！」なってスッキリ納得できる講座です。半年ごとに更新してい 1回限り見学無料
申込:3/1（金）より同センターで受付
ただく通年講座です。
4月～原則第4（木）
受講料:6ヶ月3,300円
音楽夢物語
10:30～12:00
古今東西、宝塚からブロードウェイ、各国の音楽映画などの作品をホールの 定員:30名
大画面で鑑賞し、先生の解説で理解を深め、楽しめる講座です。半年ごとに 1回限り見学無料
申込:3/1（金）より同センターで受付
更新していただく通年講座です。
4月～原則第1・2・4(金) カラオケⅠ・Ⅱ
受講料:3ヶ月6,930円
①10:00～12:00
ビクター歌謡音楽研究会認定講師をお迎えし、課題曲に挑戦します。お店に 定員:①・②とも10名
②13:00～15:00
負けないセンター自慢の通信カラオケの設備を使用します。3ヶ月ごとに更新 1回限り見学無料
申込:3/1（金）より同センターで受付
していただく通年講座です。
4月～原則第2・4（金） 実用書道Ⅱ
受講料:3ヶ月4,620円
13:00～15:00
毛筆、硬筆問わず、目的や希望に合わせた指導が受けられるので、上達が 定員:20名
実感でき、成果を生活の様々な場面で活かしていただけます。3ヶ月ごとに更 1回限り見学無料
申込:3/1（金）より同センターで受付
新していただく通年講座です。

大正琴

