2018

4・5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。
4/28（土）
13:30～

S席:6,000円
A席:5,000円
創立500年以上の歴史と抜群の人気、実力を誇る「ウィーン少年合唱団」が楽 B席:4,000円
都ウィーンから伊丹にやってきます！グノーのアヴェ・マリア、ふるさと、映画 学生券（S～B席）:3,000円
「タイタニック」より“マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン”、野ばら、美しく青きドナウ 5歳以上から入場可。5歳以上有料。
全席指定
他、心癒される感動のひとときを。
会場:大ホール
特別協賛:キヤノンマーケティングジャパン株式会社
2,000円（整理番号付入場券）
田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズ in伊丹 vol.77
全席自由
後期のベートーヴェン
定員:170名
＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
ポロネーズ ハ長調 op.89、交響曲 第8番 op.93（田尻編）、ピアノソナタ 第 会場:B1サロン☆
27番 op.90、ピアノソナタ 第28番 op.101
問合せ:伊丹ｱｲﾌｫﾆｯｸﾎｰﾙ(780-2110)
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.29
指揮：加藤完二 ゲスト：♥さゆり
入場無料（要整理券）。全席自由。
予定曲目：「ラプソディー・イン・ブルー」、「レイダースマーチ」（映画「インディ・ 整理券は伊丹アイフォニックホール、
東リ いたみホール、ラスタホール、ア
ジョーンズ」主題歌）、「アナと雪の女王」（同名映画主題歌） 他
今年のテーマは「叶（かなう）」です。ゲストは“かつみ♥さゆり”の♥さゆりさん。 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4/26（木）
毎年大好評の指揮者コーナーや楽器紹介などもお楽しみに！
より配布予定

キヤノンマーケティングジャパングループ創立50周年記念
ウィーン少年合唱団～開館20周年記念公演～

5/12（土）
14:00～

5/27（日）
14:00～

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。
5/11･25、6/8・15、
7/6
（全て金曜日・全5回）
19:00～20:30

受講料：5,000円
歌うことが好きな方や、興味はあるけれどオペラを歌った経験のない方を対象 定員：30名（最少催行人数10名）
にした初心者向けの音楽教室。発声のためのカラダづくりやイタリア語の読み
方などを楽しく学びながら、歌うことで心も体も元気になりましょう。
講師： 森川華世（声楽家） ピアニスト：殿護弘美
5/12･26、6/9・23、
受講料：12,000円
音楽ホールでルネサンスギターを奏でよう！
7/14･28
（別途楽譜代 数百円要）
人々はギターをつま弾き、また時にはかき鳴らし、日常の喜怒哀楽を表現して
（全て土曜日・全6回） いました。簡素な楽器として庶民にも親しまれていましたが、王侯貴族にも愛 定員：15名（最小催行人数7名）
14:00～15:30
され、芸術豊かな曲集も出版されています。時代背景、楽譜、奏法を学び、ル
日程は変更の可能性あ ネサンス音楽の楽しさに触れてみませんか？
り
対象：伊丹市立工芸センターの「古楽器製作講座」受講者で、楽器を製作され
た方。未受講の方でも、ウクレレやギターをお持ちでしたら受講可能。楽器の
レンタルはありません。また、ルネサンスギター用に調弦して演奏します。
講師： 佐野健二 (リュート・ギター奏者、EMC主宰、相愛大学非常勤講師)
2018年前期
第1回：5/21（月）「民芸品から拡がるロシアの文化」（内容は下記）
受講料：
文化サロン"話題探訪" 第2回：6/18（月）トーク＆コンサート「マトリョミン聴いてミン、弾いてミン？」
全3回通し申込み3,000円
通し申込みのご案内
いずれも4/6（金）より受付開始。
第3回：9/3(月）トーク＆コンサート「中世ヨーロッパの音楽と楽譜」
単体申込みは下記参照。
5/21（月）
受講料：1,500円
文化サロン"話題探訪"
4/6（金）より受付開始。
「民芸品から拡がるロシアの文化」
19:00～
広大な国土を持ち、さまざまな民族や宗教、思想が共存するロシアでは、民
芸品も地方によって風合いや意味合いが異なり、その豊かな色彩が人々の
生活に安らぎを与えてきました。有名なマトリョーシカ以外にも、人を幸せにす
る知られざる民芸品がたくさんあります。歴史や習慣、食、文化なども交えな
がら、民芸品から拡がるロシアの魅力をお伝えします。
講師：牛塚いづみ（ロシア雑貨いりえのほとり 店主）

アイフォニック音楽教室「初心者のためのオペラ合唱教室」

☆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。

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。
4/20（金）19:30
4/21（土）14:00
19:00◎
4/22（日）13:00
17:00
◎終演後、アフタートー
クを開催。

AI・HALL提携公演
ITOプロジェクト『高丘親王航海記』
関西の糸あやつり人形劇に関わる劇団有志によって結成されたITOプロジェ
クト。夢幻的な劇世界を創り上げる少年王者舘の天野天街とタッグを組み、異
端の仏文学者・澁澤龍彦の小説をもとにした異色の人形劇を上演。奇妙な幻
想の世界を遍歴する親王の物語をさまざまな人形を遣い、多彩に描き出しま
す。

美術館
4/7（土）〜5/20（日）

5/27（日）〜6/10（日）

【日時指定・自由席】
一般3,700円（当日4,000円）
学生2,700円（当日3,000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
1950年代からニューヨークで第一線のファッション・カメラマンとして活躍するも 大高生 450(350)円
80年代に商業写真から退き、世間から姿を消したソール・ライター（19232013）。近年、国際的に再評価されるなか、ライター財団所蔵の写真作品、絵 中小生 150(100)円
画作品、その他貴重な資料を一堂に集め、天性の色彩感覚によって「カラー ( )内は20名以上の団体割引料金
写真のパイオニア」と称されたライターの創造の秘密に迫る日本初の回顧展
です。
◎特別上映会「写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと」
日時:4/29（日・祝）・ 5/12（土） 11:15〜（11:00開場・約75分）
会場:美術館1階講座室
定員:各回80名
要当日展覧会観覧券 / 当日10:00より1階チケット受付にて整理券配布
入場無料
平成30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。

ニューヨークが生んだ伝説 写真家ソール・ライター展

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

4/7(土)～6/10(日)
5/21(月)～26(土)は休
み

館蔵の書簡資料の調査研究の成果を展観するシリーズの第五弾。
今回は近世俳諧の基礎を築いた松永貞徳の幅広い活動を紹介します。

4/21・5/19(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

小企画展「手紙シリーズⅤ 松永貞徳とその周辺」

男性限定の句会です 初心者歓迎します。
4/28・5/26(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。

5/4（金・祝）

○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

一 般 200円(160円)
大高生 100円( 80円)
中小生 50円( 40円)
（）内は20名以上の団体料金
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。
5/22(火)

○鑑賞コース

13:30～

直筆で楽しむ－花鳥風月・春
講師 柿衞文庫館長 岡田 麗

募集中～5/10（木）

○第28回おにつら顕彰俳句募集

（当日消印有効）

伊丹を代表する俳人、鬼貫を顕彰する「鬼貫賞」の俳句を募集します。
作
品 雑詠2句1組（未発表作品に限ります。）
投句方法 投句用紙または縦書き400字詰原稿用紙を使用
原稿用紙の場合は左頁に作品、右頁に住所・氏名・俳号・年齢・電話番号を
楷書で明記。氏名・俳号・作品にはふりがなを、文字ははっきりとお書きくださ
い。
投句作品の著作権及びこれから派生する全ての権利は（公財）柿衞文庫に帰
属します。

要申込（定員30名）

2句1組 1,000円（句集代及び送料込
み）郵便小為替可・切手不可。
1人何組でも応募可。
投句用紙はホームページからダウン
ロード。
詳細は、ホームページまたはお電話
にてお問い合わせください。

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

工芸センター
4/1(日)～

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！
4/14(土）～6/3(日)

「跨界。美學(クァジェ。メイシュェ) 台湾コンテンポラリージュエリー展」 場所:伊丹市立工芸センター
現在台湾で精力的に活動する17名の作家によるコンテンポラリージュエリー
を展示。高い技術と創造性に富んだ多様な作品を紹介。

4/14（土） 11:00～
4/28（土）～5/13（日）

開幕式＆ギャラリートーク
伊丹郷町クラフトショップ 『母の日フェア』

入場無料

場所:旧石橋家住宅1階

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？
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19期生募集中！

講座受講生
募集中！

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～ 受講料:16,000円
（会員12,800円）
自分で作るお気に入りジュエリー」

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:640,000円/年
申込受付中 定員:15名

材料費:別途必要
4/15(日)～6/24(日) 日曜日 全8回 13:30～16:00
初心者は工具代別途8,000円程度必
4/29・5/27・6/10（日）は休講
要
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。
丹波焼陶芸講座 「丹波立杭焼窯元が教える陶芸～とっておきの作 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
5/11(金)～6/29(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）
一般には市販されていない丹波の土を使い、初心者から上級者まで、お好き
なものを作っていただけます。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。
受講料:18,000円
銅版画講座 「モノタイプmonotypeとモノプリントmonoprint」
（会員14,400円）
5/19(土)～7/7(土) 毎週土曜日 全8回 10:30～13:00
材料費:当講座初受講者
6/16・30（土）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）
同じものを何枚も刷れる「複数性」が特徴の版画で、「一点もの」の作品となる
特異な技法。銅版画の表現技法をいろいろ試してみましょう。

初心者大歓迎！
工芸クラブ会員
年会費3,000円

伊丹郷町館
5/19(土)14:00、19:00

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

5/22(火)19:00

会場:旧岡田家住宅・酒蔵、座敷
升田学とセレノグラフィカの新しい試み「夜のことば4」
隅地茉歩・阿比留修一のコンテンポラリーダンスユニット・セレノグラフィカと、 前売 1,000円 (昼)／1,500円 (夜)
元維新派の役者で美術家の升田学による新しい舞台表現プロジェクト第4弾。 当日 1,500円 (昼)／2,000円 (夜)

5/30 （水）

古楽コンサート10｢戀、さまざまに－中世フランスの恋の歌｣

5/20(日)11:00、19:00

19:30開演(19:00開場)
4/21（土）～5/6（日）

場所:旧岡田家住宅・酒蔵
今年で10回目となる酒蔵古楽コンサート。中世ヨーロッパ、アルス・ノヴァから 前売 2,000円 当日 2,500円
ブルゴーニュ楽派の様々な恋の歌と、それをもとにした器楽曲を演奏します。 （全席自由）
「大阪中世まつり」との通し割引券有
【出演】ブリス・ラモンダンク、佐々木ひろ子、坂本卓也
場所:旧石橋家住宅前日本庭園内
郷町館は皐月晴れ！5月のイベント「天までとどけ鯉のぼり！」
端午の節句に合わせて、期間中、鯉のぼりを展示します。

5/5(土・祝)
13:30～16:30

場所:旧石橋家住宅 1階座敷
オリジナルの立物で飾った兜と、キャンディーバーを軸にした手持ちの鯉のぼ 参加費無料
当日受付(先着50名)
りをつくって、こどもの日を一緒に楽しみませんか？
（小学2年生以下は保護者同伴）

ワークショップ「オリジナル兜とお菓子の鯉のぼりをつくろう！」

博物館
4/28（土）～6/17（日）

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

春季テーマ展「伊丹地域の西国街道と沿道の村」
伊丹地域の西国街道沿いに存在した村々について、古文書や古絵図、写真
などで紹介します。

入場無料

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
4/7（土）～6/16（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
4/17(火)･5/15(火)
10:00～11:00

4/22(日）
10:30～11:30

4/21（土）～9/15（土）
10:00～11:30
いずれも土曜日

受講料:3,600円 定員:15名

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
赤ちゃんとのスキンシップをしませんか？
その保護者
<持ち物>バスタオル、フェイスタオル、おむつ、ビニールの敷物、水分補給用 申込4月:受付中、5月:4/17(火)～
の飲み物、オイル用小皿
いずれも電話または直接（先着順）
参加費:500円 定員:20組
オリジナルこいのぼりをつくろう
対象:1,2歳の子どもとその保護者
申込:4/2(月)～、電話または直接(先
着順)
<持ち物>お茶、汗ふきタオル
動きやすく、汚れてもいい服装でお越
しください。
受講料:3,600円 定員:15名
きららこども囲碁クラブ〈全12回〉
対象:小学生
初めての方でも大丈夫！囲碁のルールやマナーから、対戦ができるまでを
申込受付中（先着順）
しっかり学んでいきます。

ふれあいベビーマッサージ

5/6（日）

きららこどもまつり

10:00～15:00

ミニ列車やふれあい動物園、手芸コーナーなど楽しい催しがいっぱいです！

詳しい内容はお問い合わせください

5/29（火）

和菓子講座

10:00～12:00

「季節のねりきり２種類」を作ります。

受講料:700円（材料費込） 定員:20名
申込:4/24(火)～（先着順）
<持ち物>エプロン、三角巾、手ふきタ
オル、お茶

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
4/1(日）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～春風と共に～

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

全席自由

多目的ホール

曲目:ハッピーバースディ 変奏曲、 2つのギター

オルガン木谷和子
他

4/21（土）

パイプオルガン・プロムナードコンサート～パッサカリア特集

12:15～13:00

出演:オルガン瀬尾千絵

多目的ホール

曲目:パッサカリア ハ短調 BWV582、 序奏とパッサカリア ニ短調

入場無料、定員120名(当日先着順)
全席自由
他

5/6（日）

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．11

入場無料、定員120名(当日先着順)

12:15～13:00

出演:ソプラノ池田美也子

オルガン木谷和子

全席自由

多目的ホール

曲目:茶摘み、 北上夜曲

他

2018年5月
～2020年3月
陶芸: 5/7(月）～
木彫: 5/10(木）～
5/19（土）

2年制陶芸教室・2年制木彫教室

パイプオルガン・プロムナードコンサート～ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ&ｵﾙｶﾞﾝの響き

定員:各教室 20名(申込期限4/25(水))
対象:各教室 60歳以上の伊丹市民
受講料:各教室 年間8,000円×2年
(別途、教材費等が必要)
入場無料、定員120名(当日先着順)

12:15～13:00

出演:トランペット八木裕貴

全席自由

多目的ホール

曲目:協奏曲 ホ短調 TWV51、

陶芸教室:月曜日10:00～15:00（年間40回×2年間）
木彫教室:木曜日 9:30～12:00（年間40回×2年間）
陶芸や木彫の魅力を2年間にわたって、たっぷり学べます。

文化振興課
4/7（土）・8（日）
10:00～15:00
（受付は14:30まで）

オルガン瀬尾千絵
「アイーダ」より“凱旋行進曲”

他

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

桜の茶会
伊丹市茶道協会による春のお茶会。春うららかな伊丹市公館「鴻臚館」で季
節のお菓子とともに一服のお茶をお楽しみいただけます。椅子のお席もござ
いますので、お気軽にお越しください。
担当:7日（土）武者小路千家、8日（日）裏千家

4/21(土)

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

(受付は14:30まで)
4/22（日）

伊丹市茶道協会講演会「真田紐の秘密と使い方」

14:00開演

京真田紐師 和田伊三男氏による講演会。

一席500円（季節のお菓子付）
当日会場にてお茶券を販売。ただし、
お菓子がなくなり次第茶席は終了。
駐車場はありませんので、公共交通
機関をご利用ください。
会場:緑ヶ丘公園内 鴻臚館
一席500円（季節のお菓子付）
会場:東リ いたみﾎｰﾙ6階 中ﾎｰﾙ
申込み:4/4（水）から電話にて受付
参加費無料 先着20名

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！

★プラネタリウム投影時刻
10:00
11:15
△（団体優先）
－
－
○
－
○
ちびっこ
○

平日
平日（春休み）
土曜
日・祝日

13:30
－
○
○
○

15:00
－
－
○
○

○印 レギュラー投影

15:30
○
○
－
－

16:15
－
－
トワイライト

○

春休み期間：3/26（月）～4/6（金）
開催中～5/31（木）

プラネタリウム 春のレギュラー投影 「星空ぐるっとワールドツアー」

＜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

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
4～5月「お星さま みぃつけた」

4/8、5/13(日)14:25〜
開催中～5/27（日）

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
ファミリーで楽しめる、“ちょこっと”サイエンスショー
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
企画展「惑星であそぼ」
惑星をめぐって、いろんなあそびにチャレンジ！惑星キャラクター“プラネッツ” い
も待ってるよ☆

ちょこっとサイエンス

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

4/3・10（火）
10:00～12:00

定員:30名（先着順）
まちの先生シリーズ 「西郷どん」ってこんな人
幕末維新の立役者であった西郷隆盛氏はどんな人物であったのか、江戸か 費用:無料
ら明治へ時代が移り変わる中で、彼の意識がどのように変わっていったのか 申込:受付中
を知り、大河ドラマ「西郷どん」をより楽しみましょう。

4/11・25、5/9・23（水）

子育てサロン

4/14、5/12（土）

対象:0歳～就学前の子どもと保護者
異年齢の子どもと保護者が集まって、一緒に遊んだり、情報交換をしたり、親 費用:無料
申込:不要、入退室自由、直接会場へ
子がゆったり過ごせるひろばです。
季節にちなんだ簡単工作や絵本の読み聞かせ、お誕生日会、お楽しみ会な
どをやっています。
費用:無料
土曜子ども映画会

13:30～14:30

4/14（土）は「かえると王女」、5/12（土）は「長靴をはいた猫」を上映します。

申込:不要、直接会場へ

4/18、5/2・16（水）

暮らしの中のしきたりとマナー～暮らしが潤う伝統文化～

10:00～11:30

「しきたり」というと古くて現代には役に立たないもののように思われますが、
そこには今なお、人の暮らしを豊かにしてくれる知恵があります。
人の暮らしの中から生まれてきた「しきたり」。
私たちの生活の中に取り入れて、暮らしに潤いを与えましょう。

定員:30名（先着順）
費用:1,400円（全回分）
申込:受付中 ★

5/26（土）
13:30～15:30

子どもをやる気にさせる脳のメカニズム
偉人・天才を育てた子育て法～子どものやる気を引き出す法則～

10:00～15:00

自然法則と大脳生理学をもとに、子どもの心（やる気）と脳のメカニズムにつ
いて学び、子どもがやる気をもって物事に取り組める方法を考えましょう。

対象:子どもを持つ保護者
定員:30名（先着順）
費用:無料
申込:5/2（水）10:00～受付 ★

★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。

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

4/7（土）
13:00～

三余学寮「歴史」 ～阪神間の交通史～

場所:ことば蔵1階 交流フロア
ＪＲ・旧国鉄・阪急電車など、伊丹にまつわる鉄道史について解説します。
定員:40名(先着順）
講師:伊藤忠章さん（伊丹市立博物館職員）、細尾哲也さん（「伊丹公論」編集 申込不要／参加無料
委員）、堺洋之さん（桜ケ丘郵便局長）

4/15（日）

お手紙講座「お礼状の書き方」

場所:ことば蔵1階 交流フロア
入学・就職・退職…お祝いをしてくれた方へ、お礼のお手紙を書きませんか？ 定員:20名（先着順）／参加無料
「手紙文化振興協会・認定講師」の藤田三奈子さんが、気持ちの伝わる手紙
電話・来館にて事前申込要
の書き方を伝授します。
4/17(火)～4/29(日・祝) 気持ちを込めて本を贈ろう
場所:ことば蔵3階
4/23（月）は本や花を贈り合うスペインの記念日「サン・ジョルディの日」です。 申込不要／参加無料
本のタイトル、相手へのメッセージを記入する用紙を配布します。提出いただ
いた用紙は本と共に期間内に展示します。
4/18(水)、5/16(水)
場所:神津交流センター1階 神津分館
この本読んDay
対象:小学生以下(就学前は保護者同
10:30～、15:30～
好きな絵本を図書館員が読み聞かせします。
伴) 申込不要／参加無料
14:00～

4/22（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/無料 対象:幼児

4/22（日）13:30～15:30 「絵本をつくろう！」～世界にひとつだけの絵本～
場所:ことば蔵1階交流フロア
色画用紙で台紙を作り、写真を貼ったり、絵を描いたりして自由にお気に入り 申込:4/4（水）より電話または来館
無料
の絵本をつくる。
定員:先着40名（幼児は保護者同伴）
5/1（火）
場所:北分館
ちびっこミニ映画館
対象:未就学児とその保護者
10:30～
「ハローキティとあそぼう！まなぼう！」（24分 2017年 日本）
定員:50名（先着順） 申込不要／参加
無料
5/6（日）
場所:ことば蔵1階 交流フロア
あなたの好きな本をＰＯＰでおすすめしよう
対象:小学生～中学生
自分の好きな本のPOPを手作りします。完成したらラミネート加工をして、図書
13:30～
定員:15名（先着順） 電話・来館にて
館の本と一緒に展示します。
事前申込要 参加無料
講師は双六読書会「小さな靴あと」谷明子さん

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)

4/10（火）～4/15（日）

第42回 働美協会展

絵画・写真・書・彫刻・工芸

5/15（火）～5/20（日）

第43回 有岡彩游会作品展

水彩

5/22（火）～5/27（日）

サロン・ド・アミチエ展

油彩

5/29（火）～6/3（日）

ぐろ～りあ 玉ちゃん写真クラブ ～祝 玉ちゃん卒寿～写真展

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。

中心市街地関連
4/21（土）
9:30～13:00

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

〈費用〉500円（呈茶代） 〈定員〉35名
（先着） 〈申込方法〉受付中。市まち
なかにぎわい課まで電話にてお申込
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。
みください。 〈申込時の確認内容〉申
＜所要時間＞3時間30分（予定） ＜距離＞約5km
込代表者の氏名・電話番号（自宅と携
帯）、参加者全員の氏名。申込多数の
場合は先着順となります。
4/29（日・祝）
<場所>宮ノ前通り周辺
春の宮前まつり
春の日差しが柔らかく降り注ぐ中、宮ノ前商店会による子ども向けゲームや販 <問合せ先>
10:00～17:00
売、周辺自治会などの模擬店、フリーマーケットなどが催され多くの人で賑わ 宮ノ前商店会（西田写真館）
072-782-6808
います。
5/19（土）
〈会場〉三軒寺前広場
第18回伊丹まちなかバル
（総合インフォメーション）
「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
12:00～29:00
時間は参加店により異 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 参加飲食店106店
〈問合せ先〉
イベント。
なります。
伊丹まち未来株式会社
＜バルチケットのご案内＞
(旧 伊丹都市開発株式会社）
前売り3,500円（5枚綴り）、当日4,000円（5枚綴り）、800円（1枚）
TEL:072-773-8885
チケット販売場所・参加店舗等は下記をご覧ください。
平日9:00～17:30
http://www.itami-machimirai.co.jp（4/1（日）より閲覧可）

阪急・阪神沿線観光あるき
「伊丹緑道と多田街道を散策」

ラスタホール
4/9(月)～6/4（月）
全6回

4/28(土)
①10:00～
②13:00～
③16:00～
④19:00～

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
ラスタ自然クラブのメンバーと共に、伊丹緑地をはじめ、武田尾や一庫 龍化 受講料:4,000円（交通費、保険料等は
渓流などの自然観察をしませんか。何気なく見ている自然も、よく観察すれば 別途必要）
今まで見えなかったものが見えてきます。自然派の皆さま、新しい世界の扉を 定員20名
開きましょう。講座修了後はラスタ自然クラブの会員として活動することもでき
ます。
＜チケット発売中＞
ラスタ映画倶楽部 「八重子のハミング」
ガンが見つかり、闘病生活に入る石橋と、若年性アルツハイマーが判明した 一般:前売 800円・当日1,000円
妻八重子。次々に様々なことを忘れていく彼女に戸惑いつつ、ガンと闘いなが
高校生以下・60歳以上
ら八重子の介護をするうちに、彼は妻がゆっくり時間をかけ別れを言おうとし
:前売 600円・当日 800円
ていると悟ります。8館の封切から全国に評判が広がり、100館を超えるロング
ラン上映となった話題作です。（2016年/日本 上映時間は112分）

自然観察講座

5/3(木・祝)～5/20（日） <ラスタで マイギャラリー> ～気軽に作品展～
9:00～21:00
市民のかたの個性あふれる作品展をお楽しみください。
日・祝は17:00まで
あなたのオリジナル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。
5/11（金）
ラスタ歴史サロン 『明智光秀の夢の跡』
14:00～事前学習
京都府長岡京市にある恵解山古墳は、約700点もの鉄製武器類が出土しまし
5/18（金）
た。また、「山崎の合戦」における明智光秀の本陣跡と考えられています。勝
10:00～現地散策
龍寺城は、光秀の娘、玉が、細川忠興に嫁ぎ婚礼を上げ、2年間、勝龍寺城
で新婚時代を過ごしました。当時の遺構である土塁空堀あとに立ち、城の守
りかたを確認しながら、戦国時代に想いを馳せてみませんか。

入場無料

5/13(日)
14:00～
（13:30開場）

入場無料

6/10(日)

＜ラスタライトコンサート2018 ～待兼交響楽団～＞

出展無料・4/16（月）受付締切
要事前申込み
参加費:600円（現地散策にかかる交
通費、入場料等は別途必要）
定員30名

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！
＜チケット発売中＞
1960年代後半から歌謡曲・ポップスの全盛期が到来しました。テレビやラジオ 前売 1,500円・当日1,800円
から流れていたあの曲、今でも口ずさめるあの曲、思い出がよみがえる私た
ちの「青春のポップス」をお届けします。演奏予定曲目:卒業写真、木綿のハン
カチーフ、カーペンターズのClose to you 他

青春のポップスをあなたに music lingers on…

14:00開演
（13:30開場）

伊丹市昆虫館
4/1（日）〜5/7（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） ※4/3、5/1（火）臨時開館
http://www.itakon.com/
℡ 072-785-3582

4/1（日）〜7/2（月）

＜開館時間＞
9:30〜16:30（入館は16:00まで）
＜入館料＞
大人 400円
企画展「危険生物〜彼を知り己を知れば百戦殆うからず〜」
中・高校生 200円
スズメバチやチャドクガ、ムカデやマムシなど私たちの身近な暮らしの中で出 3歳〜小学生 100円
会うかもしれない危険生物。生きた実物や標本などを交えながらその生態を 0〜2歳 無料
紹介します。
伊丹市内在住・在学の3歳〜中学生
会場：2階第2展示室
は無料（要証明書）

4/1（日）〜7/2（月）

プチ展示「南三陸勝手に生物相調査隊」

プチ展示「友の会活動紹介」

伊丹市昆虫館友の会の活動を紹介します。
会場：1階特別展示室

東日本大震災で被害にあった南三陸町の生物相の調査記録を展示します。
会場：2階学習室
5/9（水）〜7/2（月）

プチ展示「いもむし・けむし」
チョウやガの幼虫、芋虫＆毛虫の魅力に迫ります。
会場：2階学習室

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 アシカのアーくん

電話番号 ７７３－０８７４

5月 サクランボと幼虫
4/11(水)10:00～11:30

作 森園 順子さん
作 あいこさん（ペンネーム）

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

参加費:1回500円（2,000円/全5回）
対象:0歳ﾍﾞﾋﾞｰとその保護者10組(先
着順） 申込:電話又は直接

0歳ﾍﾞﾋﾞｰのＨＡＰＰＹ子育て
①『ﾏﾏとﾍﾞﾋﾞｰのためのおはなし』 講師:保健ｾﾝﾀｰ
②『骨盤ｹｱ』 講師:山田 百合子さん(理学療法士）

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

歌声サロン

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 申込:電
話又は直接

4/14・5/12（土）
14:00～15:30

講師:塩井 眞理子さん（月曜会コーラス指導）

4/14・5/12（土）
14:00～16:00

講師:伊丹ＩＴ倶楽部

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

パソコンヘルプデスク

①4/18（水)
②5/23(水）
10:00～12:00

はじまりマルシェ

4/21（土）・5/18（金）

ツインズひろば（前期）

①第1回 『入門編① 出店についての勉強会』
②第2回 『入門編② 出店準備についての勉強会』

講師:マルシェ2015

10:30～12:30
①4/22(日）
10:00～11:00
②5/20(日）
10:00～11:30
5/4（金・祝)

http://www.itami-danjo.jp
参加費:500円 対象:ﾃｰﾏに関心のあ
る方20名 申込:電話又は直接

茨木のり子さんの生き方と詩の朗読会
講師: 渡辺 美左子さん(解説） 田中 晴子さん(朗読）

①4/13（金)
②5/11（金）
10:00～11:30

おはなし

にちようびはﾊﾟﾊﾟとあそぼ！
①『ﾊﾟﾊﾟとふれあいからだあそび』講師:柴田 綾子さん･岸田 梨枝子さん
②『ﾊﾟﾊﾟ、おいしいの作って！』 講師:井上 智也さん

「こどもまつり」

10:00～14:00

ステージ・模擬店・その他 楽しい催しものが待ってるよ!

5/9（水）
10:00～12:00

講師:マルシェ2015

ライティング講座

参加費:1,000円(全4回） 対象:ﾃｰﾏに
関心のある方25名(先着順） 申込:電
話又は直接
参加無料 対象:双子以上の子どもと
保護者（子どもは3才まで)、 双子以上
の多胎児を出産予定の妊婦10組(先
着順） 申込:電話又は直接
参加費:1回500円(1,800円/全4回)
材料費:②のみ500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
雨天決行
詳しくは直接お問い合わせを
参加費:500円 対象:ﾃｰﾏに関心のある
方25名(先着順) 申込:電話又は直接

