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6・7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

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。
6/18（月）
19:00～

文化ｻﾛﾝ"話題探訪"ﾄｰｸ&ｺﾝｻｰﾄ｢ﾏﾄﾘｮﾐﾝ聴いてﾐﾝ､弾いてﾐﾝ?｣

6/30（土）
15:00～

前売:一般3,500円／学生2,500円
YouTube再生1400万回突破！国際的に注目を集めるロシアの伝統音楽バン (当日各500円増・全席指定)☆
ドが待望の日本初公演。バグパイプやフィドル、グースリといったロシア伝統
楽器を巧みに操り、度肝を抜かせるような激しい演奏で観客を驚かせ、魅了
します。ロシアの伝統音楽・民謡をモチーフに､新しい解釈と独自のアレンジに
より現代に生まれ変わったダンス・ナンバーがあなたの心を躍らせます！
出演：オタヴァ・ヨ（Otava・yo）
曲目（予定）：「Dvornik」（道路の掃除人）、「Oi,Dusya,oi,Marusya」（ｵｰ、ﾄﾞｩｰｼ
ｱ、ｵｰ、ﾏﾙｰｼｱ）、「Shto za Pesni」（あの歌はなんだ）、「Sumetskaya」（ｽﾒﾂｶ
ﾔ） 、「ｺﾛﾌﾞﾁｶ」（ロシア民謡） ほか
【合唱】
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』
応募締切6/30（土）。要申込書。
合唱団員＆ソリスト＆舞台ボランティア大募集！
伊丹市民オペラでは、2019年3月24日（日） 東リ いたみホールにて第33回定 オーディション無し。
期公演としてP.マスカーニ作曲『ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ』 ・ R.ﾚｵﾝｶｳﾞｧｯﾛ作曲『道 合唱参加費は10,510円(楽譜付)
化師』 （いずれも全幕・イタリア語・日本語字幕あり） を開催するにあたり、合 【ソリスト】
応募締切7/9（月）。要申込書。
唱団員・ソリストおよび舞台ボランティアを募集中です。
音楽・演劇・舞踏・文学・舞台美術など、様々な要素が結集していることから オーディションは8/6（月）15:00頃～
“総合芸術”と呼ばれるオペラ。その舞台を創り上げる一員として、あなたも参 【舞台ボランティア】
応募締切11/30（金）。要申込書。
加してみませんか？
参加特典はB席チケット2枚・楽譜
要項・申込書などの詳細はホームページをご覧ください。

募集中

受講料:1,500円

講師：竹内正実（テルミン奏者、研究、有限会社マンダリンエレクトロン代表）
触れずに奏でる世界最古の電子楽器「テルミン」の機能をかわいいマトリョー
シカの中に収めたのが「マトリョミン」。2013年には272名で合奏し、ギネス世
界記録を樹立。ロシア人もびっくりのマトリョミン、聴いてミン? 弾いてミン!?

「オタヴァ・ヨ －驚異の新世代 ロシアン・トラッドバンド－」

☆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。

柿衞文庫（かきもりぶんこ）
6/3（日）13:30～

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

柿衞忌

無料

岡田柿衞翁の偉業をしのぶ一日。柿衞賞受賞者による講演会や、山中宗鹿
社中による呈茶席があります。
6/16（土）～7/29（日）

小企画展 「五感で楽しむ俳句」
人間が持つ五つの感覚に訴えかける句を直筆作品で紹介します。
俳人たちの感覚に触れることで見えてくる俳句の世界をお楽しみください。

6/1・7/6（金）
13:30～

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

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 要資料代(定員30名)

講師 俳人・佛教大学名誉教授 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。
6/16・7/21（土）
10:30～

○男の句会コース

6/23・7/28（土）
10:30～

○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む

7/24（火）13:30～

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)
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
友の会会員 1回 500円
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。
今回は春にちなむ作品を鑑賞します。

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。
6/3（日）
1回目:12:30～
2回目:15:00～

2,800円
2歳以上有料。2歳未満は保護者1名
につき1名膝上無料。
全席指定 会場:大ホール
前売:1,500円 当日:2,000円
ともしび歌声喫茶コンサート
初めて会ったどうしも歌い交わして64年目。新宿のうたごえ喫茶ともしびが、 歌集レンタル代別途100円
就学前のお子様は保護者1名につき1
東リ いたみホールにやってきます。さあ、歌集を手に取り、リクエストを出し
合って、おなかの底から歌い交わしましょう。会場の一体感を楽しんでくださ 名膝上鑑賞の場合無料。全席自由
会場：中ホール
い。会場内、飲み物（ソフトドリンク）持ちこみ自由です。
入場無料(整理券なし)
市民ピアノリレーコンサート2018
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
ノを使った演奏、フルートとの共演など。12:00頃からロビーコンサートもあり。 会場：大ホール

きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル ソドー島のたからもの

2017年全国50都市12万人以上を動員した大人気ミュージカル！「きかんしゃ
トーマス」が伊丹にやってきます！ご家族みんなでお楽しみください！

6/29（金）
14:00～

7/14（土）
9:30～19:00
(終演時間は予定)

☆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。
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

美術館
開催中～6/10（日）

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。

6/16（土）～7/29（日）

一般 700(600）円
絵本「ミッフィー（うさこちゃん）」シリーズで知られ、グラフィックデザイナーとし 大高生 350(250)円
ての顔をもつブルーナ。絵本原画やスケッチ、ポスターの複製など約500点の 中小生 150(100)円
( )内は20名以上の団体割引料金
展示を通じて、作品を際立たせる「シンプル」の魅力に迫ります。

シンプルの正体 ディック・ブルーナのデザイン展

同時開催展「コレクションにみる色・線・形」
美術館の所蔵品から明快な色・線・形の表現を特徴とする作品約100点を展
示。（「シンプルの正体展」の当日観覧券で入場可）

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

伊丹市昆虫館
開催中～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)

プチ展示「南三陸勝手に生物相調査隊」

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
開催中～7/2（月）

開催中～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：1階特別展示室
7/11（水）～8/31（金）

特別展「いたこんパラダイス」
虫となかよく！人と楽しく！がキーワードのお祭り企画！ふれあいコーナーな
ど、体験型展示がもりだくさんです。
会場：2階第2展示室

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～6/17（日）まで 春季テーマ展「伊丹市域の西国街道と村々」
入場無料
伊丹市域の西国街道と、その沿道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。また、昔の旅の様子をしのばせる携行品もあわ
せて展示します。
7/14（土）～9/9（日）
入場無料
夏季企画展「伊丹と武道」（仮題）
本展では、伊丹と武道の関わりについて、小西家など伊丹の酒造家によって
設立され、後に日本三大私設道場の1つと称された修武館の歴史を織り交ぜ
ながら古文書や武具の展示により紹介します。
また、伊丹で盛んな「なぎなた」の特集展示も、高校なぎなた部を舞台とした
漫画「あさひなぐ」の紹介とあわせて行います。

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。
6/1（金）19:00
6/2（土）14:00・19:00
6/3（日）11:00・15:30

次世代応援企画break a leg 少女都市『光の祭典』

【日時指定・自由席】
今注目の若手カンパニーによる舞台をお届けする“次世代応援企画 break a 一般3,000円(当日3,200円)
leg”。第一弾は兵庫・東京を中心に活動する「少女都市」が登場。ある事件が 学生2,800円(当日3,000円)
原因でカメラを持てなくなった女流映画監督と、震災で失った父を忘れられず
にいる駆け出しの映画青年。映画に魅せられた若者たちの愛と葛藤を描いた
青春群像劇。『仮面ライダー鎧武』で人気を博した松田岳の出演も話題。

6/9（土）15:00・20:00
6/10（日）11:00・15:00

次世代応援企画break a leg うんなま『ひなんくんれん』

6/15（金）19:30
6/16（土）13:30・17:30
6/17（日）15:30

AI・HALL提携公演 劇団太陽族『Sumako-或新劇女優探索記-』

7/5（木）・6（金）19:30
7/7（土）14:30・17:30
7/8（日）11:30・15:00
7/9（月）14:30・19:30
7/11（水）・12（木）・13
（金）19:30
7/14（土）14:30・17:30
7/15（日）11:30・15:00
7/20（金）19:00
7/21（土）14:00
7/22（日）14:00

【日時指定・自由席】
AI・HALL提携公演
エイチエムピー・シアターカンパニー『忠臣蔵・序 ビッグバン／抜刀』 一般前売3,000円

【日時指定・自由席】
大阪を中心に活動し、遊び心たっぷりの演出で前衛的かつ親しみのある作品 一般2,500円(当日3,000円)
を作り出している劇団「うんなま」による最新作。「地震」「テロ」「ミサイル」…、 うんなま初観劇1,000円（前売のみ）
天災にしろ人災にしろ、有事は”いつか起こる”らしい。では、いったい私たち
はその時、どうすればいいのか―。劇的な臨場感満載の「避難訓練」によっ
て、災害と防災を新しい視点から描きます。
【日時指定・自由席】
関西を代表する実力派劇団が、日本の近代演劇を変えた女優・松井須磨子 一般3,000円(当日3,300円)
の生涯を描く新作。「カチューシャの唄」の大ヒットでスター女優として大きな名 22歳以下2,000円(当日2,300円)
声を得ながらも、自らの手でその人生に幕を下ろした須磨子。封建的な社会 ペア5,000円
の中で多くの苦難を乗り越え、演劇と愛に生きた彼女の波乱の人生から、一
人の女の生きざまとその内面に迫ります。

(予約・当日3,800円）、
25歳以下・障がい者前売2,500円
（予約・当日3,300円）、
高校生以下一律500円
(セット割引券、プレビュー割引券あ
り。詳細はアイホールWEBサイト)
【日時指定・自由席】
ＡＩ・ＨＡＬＬ自主企画
一般前売3,000円(当日3,500円)
東京デスロック＋第12言語演劇スタジオ『가모메 カルメギ』
韓国で最も歴史と権威のある東亜演劇賞にて三冠を受賞した名作の再演。ロ 学生・25歳以下2,500円(当日3,000円)
シアの文豪、アントン・チェーホフの傑作戯曲である『かもめ』の舞台を、1930
年代後半の日韓併合時代の朝鮮に移し脚色。日本と韓国、それぞれの国の
新進気鋭のアーティスト達が共演し、二つの国の歴史、現在、未来を見つめ、
問いかけた作品にぜひご期待ください。
日本の名作戯曲を現代演劇として再構成し上演する「現代日本演劇のルー
ツ」シリーズの新作。今回上演するのは「仮名手本忠臣蔵」をテーマにした三
部作の第一弾。物語の発端である、松の廊下での「抜刀」の場面に焦点をあ
て、事件の裏に隠された緊密な人間ドラマを描き出します。

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

金曜日コース
6/15・22
土曜日コース
6/16・30
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）

7/25・8/1・8・22（全水
曜日）と8/26（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

こども茶道教室★茶道をたのしく学んでみましょう★

9/8･15・10/13・20・
11/3・10・17（全土曜
日）と10/26（金）
低学年クラス(小学1年
生～小学3年)
10:00～11:00
高学年クラス(小学4年
生～中学3年生)
11:15～12:15

日本3大芸道の1つ､いけばなを楽しく学ぶ、初心者を対象とした入門講座で
す｡道具は持参不要！伊丹市いけばな協会に所属する草月流、嵯峨御流(金
曜日コース)､小原流、未生流中山文甫会､(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 草月流・嵯峨御流・小原流・未生流中山文甫
会

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

会場:東リ 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」
会場:ｱｲﾎｰﾙ3階ｶﾙﾁｬｰﾙｰﾑB
こどもいけばな教室
対象:市内在住・在学の小学1年生～
★初心者大歓迎♪気軽に楽しくいけばなを学びましょう★
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 中学3年生
参加費:7,000円(全8回の花代・保険代
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
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。10/26（金） として)
は、東リ いたみホールで開催される第32回伊丹いけばな展の生け込みを行 定員:低学年クラス(小学1年生～小学
3年生)20名
います。
高学年クラス(小学4年生～中学3年
〈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）
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 生)20名
宛先:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 市
て7/13（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。
文化振興課「こどもいけばな教室係」
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：裏千家 煎茶：高遊外売茶流）
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6/29（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。

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『酒器・酒盃台』の作品を募集しています。日本酒で乾杯 応募登録締切:8/7（火）
するシーンを愉しむ『酒器』、楽しい酒の場を演出する道具としての『酒盃台』
－もっと楽しく、もっと美味しく日本酒を呑めるような新しい発想の作品をお待
ちしております。
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』
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？

「2018伊丹国際クラフト展」作品募集

6/2（土）～6/17（日）
6/23（土）～8/31（金）

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

糸染めと手織講座
繭引き・糸染め：8/18（土）・9/1（土）・8（土） 土曜日 全3回
手織：11/24（土）～Ｈ31.1/19（土） 土曜日 全8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。

陶芸講座
8/31（金）～10/19（金） 毎週金曜日 全8回 13:30～16:00
講師：馬川晴美（陶芸家・昆陽陶房主宰）
テーブルを彩るモダンな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」
9/5（水)～10/25（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。

彫金講座
9/9（日）・16（日） 初心者限定講座 日曜日 全2回
9/23（日）～11/11（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・伊丹ジュエリーカレッジ講師）
興味深いﾃｰﾏに沿って楽しくｼﾞｭｴﾘｰを作りましょう。初心者限定講座有り。

染色講座
9/11（火）・17（月・祝）・24（月・祝）、10/2（火） 全4回 10:30～16:30
講師：井関和代（大阪芸術大学名誉教授）
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
9/15（土）～11/10（土） 土曜日・全8回 10:30～13:00
(10/13・10/27（土）は16:30まで。11/3（土・祝）休講)
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！
9/30（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」
10/14(日)～Ｈ31.1/20(日) 日曜日 全12回 10:30～13:00
（11/25・12/30・1/6（日）休講）
講師：中田憲男（画家） デッサンはもの作りの基礎です！
12/9（日)までの全8回コースもあり

受講料:初心者講座込20,000円
(会員16,000円)
テーマ講座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
初心者限定講座のみの受講は不可
受講料:16,000円（予定）
(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

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
6/10（日）より受付開始！
今年も夏休み期間中に様々な教室を開催いたします。
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。

『夏休み1日クラフト教室』

伊丹郷町館
通年

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）

参加費:500円
持ち物:筆記用具・カッターナイフ

デッサン体験講座

7/21（土）～8/12（日）

受講料:33,000円
(会員26,400円)
その他染色材料費、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
6/10（日）
13:30開演

高齢者いきがいづくり「いきいきシルバーのつどい」
講演「体を動かすなら、脳も一緒に」 他

参加費:300円(お菓子付)要事前申込
定員:70名 対象:65歳以上の方
申込受付中(先着順)

6/24（日)
11:00開演

KIRARA ＪＡＺZ FESTIVAL 2018(きららジャズフェスティバル）

入場無料

7/8（日)
14:00開演

開館15周年記念事業「きらら寄席・夏の陣」

7/29（日）
1回目:10:00～
2回目:13:30～

開館15周年記念事業「この世界の片隅に」上映会

7月～8月

応募8組のアマチュアバンドのジャズの演奏が集結します。
一日たっぷりとお楽しみください。
出演：大川亭さくら（ちりとてちん杯全国女性落語大会グランプリ受賞）
神楽家小粋、ぷりん亭芽りん
実力派のアマチュア落語家による「東西男女ききくらべ落語会」です。
暑さも飛ばす勢いで、大いに笑ってください。

入場無料
要整理券
整理券はきららホールにて6/2（土）よ
り配布

一般:前売 500円
第二次大戦時の広島の軍都、呉を舞台に一人の女性、すずの懸命に生きて 高校生以下:前売 300円
(当日は各200円増し)
いく姿を描く。観客動員200万人突破。100年先も伝えたい、珠玉のアニメー
チケットは6/15（金）より販売
ション作品。キネマ旬報ベストテン 日本映画部門1位
(一斉受付)(先着順)
夏休み子ども向け講座「きららキッズすくーる」
6/17（日）9:30～直接来館にて受付
・作ってみよう！
13:00からは電話受付も可
7/29（日)こども木工ワークショップ 7/30（月）石けんづくり体験
開催時間、受講料、材料費
7/30（月）こどもの和紙ちぎり絵 7/31（火）指でくるっとパステルアート
などの詳細はきららホールへ
8/3（金）ジェルキャンドル体験 8/6（月）写真フレームをつくろう！
8/9（木）もふもふ♪モスペットを作ろう！
8/9・23（木）こども陶芸教室 8/23（木）UVレジンで小物づくり
8/24（金）消しゴムで自分だけのはんこをつくろう！ 8/27(月)押し花教室
8/24（金）オリジナルバッグを消しゴムはんこでつくろう！
・お料理しよう！
7/27（金）手打ちうどんをつくってみよう 8/23（木)こどもパン教室

・自由研究に役立てよう！
7/24（火）夢をかなえるお金のはなし
7/24（火）科学実験教室＆ふしぎなおもちゃ「恐竜の卵」をつくろう☆

・親子で参加しよう！
7/26（木）おやこパン教室 7/28（土）おやこ木工教室（宝箱をつくろう）
7/31（火）おやこ和菓子教室 8/26（日）おやこ木工ワークショップ

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

夏休み期間：7/23（月）～8/31（金）
6/1（金）～7/8（日)
7/14（土）～

ココロンカード持参の児童は
入館料無料

初夏のレギュラー投影 「この夏、15年ぶりに火星が大接近します。」
夏のレギュラー投影 「テーマ：宇宙のふしぎ」
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：木星・土星・火星 7月：流れ星

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
6/3（日)～7/8（日)「ホタルくんとたなばたさま」
7/15（日)～「うちゅう☆ゆうえんち」
6/10（日)14:25～
7/8（日)14:25～

ちょこっとサイエンス

7/7(土)

たなばたまつり

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！

7/14(土)～

夏の企画展「カラクル☆ランド」

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

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

6/1（金）
13:30～14:15

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
対象:15才以上 定員：30名(先着順)
申込不要／参加無料

6/4（月）
15:30～

絵本のとびら

6/5（火）、7/3（火）
いずれも10:30～

おはなし会

6/16（土）
13:30～

場所:ことば蔵1階 交流フロア
外国人向け料理教室の講師と、簡単な英語で日本酒を外国人に説明するコ 定員:40名（先着順）
ツを講義形式で学びます。お土産にして喜ばれる伊丹のお酒も紹介。英語に 申込不要／参加無料
自信のない方でも大丈夫。
講師：稲垣陽子さん（外国人向け料理教室Osaka Kitchen代表）
場所:ことば蔵1階 交流フロア
気になる本で話そう
「未来の年表 人口減少日本でこれから起きること」（河合雅司/著） 申込不要／参加無料
同書を題材に、参加者で意見交換し、少子高齢化社会について語り合いま
す。
場所:ラスタホール1階ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ
絵本と音楽であそぼ！～星空を見上げて～
対象:幼児 申込不要/参加無料
ぽぽんたさんと一緒に七夕にちなんだおはなしや音楽を楽しもう。

大人向けの絵本のよみきかせ

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 わらべうた

場所:神津交流センターゆうぎしつ
定員:なし 申込不要・無料

絵本の読み聞かせと手あそび

自分の英語で日本を紹介しよう 第2回～Ｊａｐａｎｅｓｅ ＳＡＫＥ～

6/23（土）
14:00～

7/7（土）
11:00～
①7/22（日）13:30～
②7/27（金）13:30～
③7/28（土）10:00～

調べる学習コンクール 講座

7/26（木）
11:00～

わくわくおはなしランド

①対象：小学4年生～中学3年生 ②対象：中学生～一般
③対象：小学1年生～小学3年生

場所:ことば蔵
事前申込要7/3（火）～電話・来館にて
参加無料

場所:ことば蔵 1階 多目的室2
手作り紙芝居、大型絵本の読み聞かせ、エプロンシアター、パネルシアターな 対象:3才以上
定員:70名(先着順。10:30より整理券
ど
配布) 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
6/19（火）～6/24（日）

松村写友会 第7回写真展「私の目線」

（写真）

6/27（水）～7/8（日）

「73歳の子どもの展覧会」 白石卓也の世界

（絵・造形）

7/10（火）～7/15（日）

平和パネル展

（資料）

7/24（火）～7/29（日）

「イブのリンゴ」より 熊木清一展

（造形）

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
6/9（土）
14:00開演

6/10（日)
14:00開演
（13:30開場）

6/23（土）
①10:00～
②14:00～
③18:00～
7/14（土）
14:00開演予定
7/22（日）
14:00開演
（13:30開場）

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

予約不要
演目：『真っ黒なお弁当』（作／児玉辰春）・『紙吹雪』（『幻色江戸ごよみ』より。 無料
作／宮部みゆき）
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。
＜チケット発売中＞
青春のポップスをあなたに music lingers on…
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
＜チケット発売中＞
ラスタ映画倶楽部 「キセキの葉書」
震災後の西宮市で、難病の娘と認知症とうつ病を併発する母に挟まれながら 一般:前売 800円・当日1,000円
も、度重なる試練を乗り越え、勇敢に生き抜く主人公の実話に基づく感動の物 高校生以下・60歳以上
:前売 600円・当日 800円
語。主演：鈴木紗理奈。マドリード国際映画祭 外国映画部門 「最優秀監督
賞・最優秀主演女優賞」受賞作品（2017年 日本）
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。

ラスタ朗読公演 ～ラスタ朗読ワークショップ発表会～

＜チケット発売中＞
一般:前売1,600円・当日2,000円
ソプラノ、クラリネット、ピアノの心地よく優雅な音色・歌声が奏でる、世界の名 高校生以下・60歳以上
:前売1,200円・当日1,600円
曲の数々をお届けいたします。モンティのチャールダッシュ、シューマンの幻
（ソフトドリンクのサービス付）
想小曲集よりNo.1.2、グノーの私は夢に生きたい 他。

ITAMIアーベントコンサートVol.90
＜夏の風に乗せて贈る名曲の調べ＞

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

青少年センター
7/21（土）
10:00～11:30

夏休みキッズチャレンジ 「親子で茶道体験教室」

7/22（日）
10:00～11:30

夏休みキッズチャレンジ 「親子でほっこりアロマ体験」

7/24（火）
13:30～15:00

夏休みキッズチャレンジ 「親子でびっくり工作」

7/25（水）
13:30～15:00

夏休みキッズチャレンジ 「科学実験講座①」

7/27（金）
①10:00～11:30
②12:30～14:00

夏休みキッズチャレンジ 「伝統和菓子『練り切り』」

7/28（土）
①9:30～10:30
②11:00～12:00

夏休みキッズチャレンジ「アイシングクッキーづくり」

7/28（土）
13:30～16:00

夏休みキッズチャレンジ 「親子手品教室」

8/3（金）
13:30～15:00

夏休みキッズチャレンジ 「科学実験講座②」

8/4（土）
9:30～11:30

夏休みキッズチャレンジ 「親子で木工教室」

伝統文化である茶道の基礎基本である「おもてなしの心」を楽しく学びます。

対象:6歳以上のお子さんと保護者
受講料:1組300円
材料費:1組700円 ◆

対象:小学1年生～6年生と保護者
好きな香りでスプレーづくりをします。また、アロマオイルを使い親子のふれ合 受講料:1組300円
材料費:1組600円 ◆
いもします。“かおりがなごみに！ なごみがきずなに！”変わります。
対象:小学1年生～6年生と保護者
子どもも大人もアッと！驚く作品になります。 どんな「からくり」を使うのかは、 受講料:1組300円
材料費;1組600円 ◆
お楽しみです。
対象:小学1年生～4年生と保護者
受講料:1組300円
材料費:1組600円 ◆

『虫めがねを使った実験と工作』
小さなものが大きくはっきり見える・・・をいっぱい体験しよう。
職人気分で自然素材をいかした餡（あん）を使い、夏を彩った和菓子づくりを
体験しよう。2つの時間帯のうち、都合のよい方でお申し込みください。

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800円 ◆
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 ◆

クッキーに夏を思い切り表現しよう。
2つの時間帯のうち、都合のよい方でお申し込みください。

対象:小学3年生～小学6年生
ちょっとしたネタを仕込み、簡単な手品に挑戦！手品を覚えたらマジシャンに 受講料:1組300円
材料費:1組600円 ◆
なっていることでしょう。
対象:小学1年生～4年生と保護者
受講料:1組300円
材料:費1組600円 ◆

『空気と気圧』 工作・ホバークラフトづくり
空気がものをおす力を利用！！ホバークラフトが出来る？？

対象:小学1年生～4年生と保護者
本物の大工道具を使ってDIYへの第1歩。 釘、金槌、ノコギリを使って簡単な 受講料:1組300円
材料費:1組400円 ◆
作品を作ります。

◆申込方法:6/23(土)来館のみ。6/24(日)～7/4(水)は来館または℡で受付。7/4(水)までに材料費をお支払いください。受講料は当日集金。

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

6/3（日）
12:15～13:00
多目的ホール

パイプオルガン・プロムナードコンサート「ヘンデルとグレーテル」～オ 入場無料、定員120名(当日先着順)
全席自由
ルガンとお話で綴る～

6/16（土）
12:15～13:00
多目的ホール

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

7/1（日）
12:15～13:00
多目的ホール

パイプオルガン・プロムナードコンサート

7/1～8/5の日曜日
13:30～15:30

たのしい将棋教室 （各日曜日 全6回）

7/4～8/8の水曜日
13:30～15:00

さわやか卓球教室 （各水曜日 全6回）

7/21（土）
12:15～13:00
多目的ホール

パイプオルガン・プロムナードコンサート ～「バッハ・ばっは・Bach」

7/21・28、8/18 （土）
10:00～12:00

夏休み親子陶芸教室 （各土曜日 全3回）

7/26（木）・27（金）
日没後
(19:30～約2時間）

野外映画の夕べ

出演：朗読櫻井直子 オルガン田坂千禎
曲目：ｵﾍﾟﾗ「ﾍﾝﾃﾞﾙとｸﾞﾚｰﾃﾙ」 より 一緒に踊りましょう、お菓子の家

他
入場無料、定員120名(当日先着順)
全席自由

出演：メゾソプラノ渡辺鈴子 クラリネット樫口義夫 オルガン安藤明子
曲目：カルメン、クラリネットポルカ
他

入場無料、定員120名(当日先着順)
全席自由

出演：オルガン瀬尾千絵
曲目：未定

定員:30名 申込期限:6/22 (金)
対象:小学生以上の伊丹市民
受講料:無料

基本的なルールから実践まで

定員:30名 申込期限:6/25 (月)
対象:16歳以上の伊丹市民
受講料:200円（保険加入料）

ラケットの持ち方から実践まで（初心者歓迎）

出演：オルガン内山奈美
曲目：「主よ、人の望みの喜びよ」、 「目覚めよと呼ぶ声あり」

他

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

7/26（木）
7/27（金）

ミニオンズ （アニメ）
シング
（アニメ）

入場無料、定員120名(当日先着順)
全席自由

（91分）
（108分）

7/28（土）10:00～12:00 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）
8/4(土)13:00～15:00
講師:7/28（土）瀬尾千絵 8/4（土）木谷和子
多目的ホール
申込方法:往復はがき（宛先：伊丹市中野西1-148-1 サンシティホール宛)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

定員:15組 申込期限:7/11 (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）
両日:入場無料
場所:サンシティホール 南芝生広場
（雨天時当館ホールにて）
各定員20名 申込期限:7/14（土）
対象:市内在住の小学生以上
申込多数の場合は抽選
受講料:無料

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
①6/9・②7/14（土）
13:30～14:30

土曜子ども映画会

参加料:無料
①は「まんが日本昔話 浦島太郎・一休さん・絵姿女房・髪長姫」、②は「まん 申込:不要
が日本昔話 三枚のお札・そこつ惣兵衛・分福茶釜・湖の怪魚」を上映。

6/13・27、7/11・25
（水）10:00～15:00

子育てサロン

対象:0歳～就学前の子とその保護者
親子で集まって、季節にちなんだ簡単工作や本の読み聞かせ、お誕生日会、 参加料:無料
お楽しみ会、子育てに関する情報交換などをして一緒に楽しく過ごしましょう。 申込:不要

6/17（日）10:00～12:00 おはなしカフェ
「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！
（アレルギー対応はしておりませんので、予めご了承ください。）

6/20(水)13:30～15:00

カエボン部特別篇 国際交流員フィット・シャーロットさんと一緒に英
語でスコーン作りと本で知るイギリスのお話
国際交流員のフィットさんに英語のレシピを使いながらイギリスの伝統菓子ス
コーンの作り方を教えてもらい、ティータイムを楽しみながら、イギリスの文化
や伝統についてのお話をしたり、持ち寄ったおすすめ本を紹介し合い、交流し
ましょう♪

7/28（土）
11:00～14:30

第5回ストリートダンスコンテストin伊丹

7/28（土）
11:00～16:00

公民館の夏まつり

チームコンテスト部門と学校対抗部門に分かれて開催。ソロダンスバトルも同
時開催。審査員はCicaSeries、mayumin、YU‐TA、伊丹市教育委員会関係者
の4名。
おばけやしき、ゲームコーナー、工作コーナー、子ども縁日など。

定員:親子20組(子の年齢は不問)
参加料:親子1組300円
申込:往復はがきに講座名・住所・電
話番号・参加者の親子の氏名・年齢を
記入のうえ、6/7（木）必着で公民館へ
定員:20名(先着順)
持ち物：あなたがおすすめする「イギリ
ス」がテーマの本、エプロン、三角巾、
タオル
材料費:300円
申込:受付中 ◎
入場料:無料
申込:不要、入退場自由

参加料:無料
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日前までに要申込み。

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
電話で随時

テレホン童話 電話で創作童話が聴けます

①6/8・②7/13(金）
10:00～11:30

0歳ﾍﾞﾋﾞｰのＨＡＰＰＹ子育て（前期）

6/9（土）13:30～15:00
7/16（月・祝）
16:00～19:00

Ｇセンわくわくこども教室

6/14（木）
10:10～11:00

親子で聞くわたしの誕生・いのちのつながり

①6/15・②7/20（金）
10:00～11:30

心理学講座～自分らしく生きてますか！～

6/16（土)・7/20（金）
10:30～12:30

ツインズひろば（前期）

参加無料 対象:双子以上の3歳以下
の子どもとその保護者、または双子以
上の多胎児を出産予定の方10組

6/17・7/15（日）
11:00～11:30
6/23（土）
14:00～15:30

Ｇセンかみしばいの日

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:300円(ﾄﾞﾘﾝｸ付き）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

①6/25（月)
10:00～16:00
②7/4（水）
10:00～12:00
7/2（月）
11:00～16:00
7/16（月・祝）
16:00～19:00
7/22（日）
10:00～11:00

はじまりマルシェ

6月 光りのドレス
7月 かえるのうた

作 やの とみこさん
作 稲井 偉公子さん

①『夏のアロマテラピー』 講師：松尾 あや子さん
②『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）
身近な材料で、工作を楽しみませんか？
講師：手作りおもちゃ等研究会「ビタミンＸ」
講師:南田 理恵さん（ママズケア代表・神戸市看護大学臨床教授）

①『長所・短所のつくり方～ｴｺﾞｸﾞﾗﾑ体験～』
②『あなたの口癖はなんですか？～ｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ～』
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）

語り手 紙芝居サークル「いろは」

歌声サロン
講師：塩井 眞理子さん（月曜会コーラス指導）

①『マルシェ本番』
②『反省会』

ようこそたなばたの部屋へ
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。

Ｇセン夏の夕べ
今年もやります！おばけ屋敷！！手作りコーナー・水遊び・模擬店他

にちようびはパパとあそぼ！
『絵の具で工作』
講師：柴田 綾子さん・岸田 梨枝子さん

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(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
参加無料 予約不要
対象:小学生とその保護者
参加無料 対象:3歳児とその保護者
定員20名(先着順） 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(先着順）
申込:電話又は直接

参加費:1,000円（全4回／ﾄﾞﾘﾝｸ付）
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:幼児・小学生とその保護者
参加無料
対象:子ども・一般
参加費:1回500円（1,800円/全4回）
材料費:100円
対象:2・3歳児と男性保護者 定員：15
組(先着順）申込:電話又は直接

