2018

8・9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。
8/2（木）
1回目:12:30～
2回目:15:00～

2,800円
3歳以上有料。3歳未満は保護者1名
鍛え抜かれたアクロバットボーイズに、わっ！と驚く軟体美女。ひょうきんな
ジャグラーに、どこかシュールなクラウン。ザ・エンターテイメントの世界に潜む につき1名膝上無料。
全席指定 会場:大ホール
役者が勢揃いのおでかけイベントの決定版が生まれ変わって再来日！
【大人】
よしもとお笑いライブin伊丹2018～夏休みスペシャル～
今年の夏も熱い！すっちー、藍ちゃんの新喜劇、人気のお笑い芸人達の夏休 前売:4,300円 当日:4,500円
【子ども】（小学生以下）
みスペシャルライブ！
前売:3,000円 当日:3,500円
出演者:【新喜劇】すっちー、酒井藍 他 【漫才】笑い飯、テンダラー、スー
5歳以上有料。5歳未満は保護者1名
パーマラドーナ、祇園、見取り図
につき1名膝上無料。
全席指定 会場:大ホール

サンクトペテルブルグ 国立舞台サーカス

8/19（日）
1回目:12:30～
2回目:16:00～

8/30（木）
1回目:14:00～
2回目:18:00～

川中美幸コンサート2018「人・うた・心」

9/13（木）
18:30～

<鳴く虫と郷町関連企画>桂米朝一門「いたみ寄席」
～座敷で楽しむ、生落語～

元気と笑顔をお届けする熱唱ステージ！『ふたり酒』『二輪草』などのヒット曲
をもつ川中美幸。「人」情あふれる「心」のこもった「うた」をお楽しみください。
【出演】川中美幸、MIYUKIスペシャルバンド、ゲスト:高橋樺子

6,500円
全席指定 会場:大ホール☆

前売1,800円（当日200円増）
全席自由 会場:4F大和室☆

桂 文之助、桂 米平、桂 歌之助、桂 ちょうば、桂 二葉
☆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
8/11（土・祝）
～9/24（月・祝）

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
赤い色をしたきょうだいたちの中で、唯一黒い魚の物語『スイミー』の作者とし 大高生 450（350）円
て知られるレオ・レオーニ（1910-1999）の絵本原画、アート・ディレクターとして 中小生 150（100）円
（ ）内は20名以上の団体割引料金
の仕事、絵画、彫刻など約200点を紹介。

みんなのレオ・レオーニ展

講演会
日時:8/11（土・祝）14:00～ 講師:松岡希代子（板橋区立美術館・副館長）
場所:1階講座室（定員100名、聴講無料、要当日観覧券）

文化振興課
8/15（水）～8/20（月）
10:00～18:00

9/8（土）
11:20～16:00（予定）

会場:東リ いたみホール6階中ホール
世界の平和を願い、伊丹の美術家が鎮魂と誓いの美術展を開催。絵画・書・ 入場無料、観覧自由
写真・工芸などの作品を展示します。
主催:伊丹・平和の美術展実行委員会
会場:旧石橋家住宅 1階和室
鳴く虫と郷町関連企画 青春茶楽亭 学校茶会
市内の高校（市立伊丹高校・県立伊丹西高校・県立伊丹高校･県立伊丹北高 1席300円（季節のお菓子付）
校）茶道部に所属する生徒たちによる8回目となるお茶会。風情ある和室で生 詳細は文化振興課までお問い合わせ
ください。
徒たちの一生懸命なおもてなしをご堪能ください。

第25回伊丹・平和の美術展

博物館
開催中～9/9（日）

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

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

夏季企画展「伊丹と武道」
本展では、伊丹と武道の関わりについて、伊丹の酒造家小西家によって設立
された道場「修武館」の歩みをたどりつつ、ご紹介します。
また、伊丹と関わりが深い「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。

入場無料

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。
9/2（日）
14:00～

9/3（月）
19:00～

9/8（土）
14:00～

9/14（金）
19:00～

9/30（日）
14:00～

一般3,000円
学生（小学生以上） ・シルバー（60歳
今回は、チャイコフスキー不朽の名作「悲愴」を田尻洋一オリジナルの編曲の 以上）2,500円
ピアノソロでお届けします。この曲の完成後に、自殺したとされるチャイコフス 子ども（4歳以上） 1,500円
【全席自由】
キーの苦悩と葛藤を感じていただける作品です。
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。
ショパン:ワルツ 第2番、バラード 第2番、ノクターン 第10番、4つのマズルカ
問合せ:東リ いたみホール（778op.30、スケルツォ 第2番
8788）
チャイコフスキー:交響曲 第6番「悲愴」（田尻編）
受講料:1,500円
文化ｻﾛﾝ“話題探訪”ﾄｰｸ&ｺﾝｻｰﾄ｢中世ヨーロッパの音楽と楽譜｣
中世のヨーロッパには、グレゴリオ聖歌をはじめとした教会音楽、吟遊詩人に 【全席自由】
よる恋の歌、ダンス・ミュージックなど、様々な音楽がありました。それらは写
本に楽譜として書き留められることで現代にまで伝えられています。人はいか
にして音楽を記録してきたか、また、求められる音楽の変化にあわせてどのよ
うに記譜法を工夫していったのか、譜例と実演を交えながらご紹介します。
講師:坂本卓也 （ヴィエール（中世フィドル）／ヴァイオリン奏者）

田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズin伊丹 vol.78
チャイコフスキー「悲愴」＆中期のショパン

前売:一般4,500円
日本のジャズ・シーンに君臨する山下洋輔、向井滋春、八尋知洋の3名により (当日500円増・全席指定)☆
結成されたスペシャルユニット「室内楽団八向山」。ジャズの概念にとらわれな
い新感覚の演奏をお届けします。
出演:山下洋輔(ピアノ)、向井滋春(トロンボーン)、八尋知洋(パーカッション)
曲目（予定）:「サマルカンド」「パープル・フィールド」「トーン・ホール」 ほか
入場無料
＜鳴く虫と郷町関連企画＞
【全席自由】
「鈴虫音楽堂2018 ～ダルシマーとハープのコンサート～」
「ピアノの先祖」とも呼ばれるハンマーダルシマーと、スコットランドで作られた
スコティッシュハープによるコンサート。ケルト音楽からジブリなどのお馴染み
の曲、稲岡さんのオリジナル曲まで、鈴虫の音色と共にお愉しみください。
出演:稲岡大介（ハンマーダルシマー）、川島憂子（ハープ）
入場料:一般
1,500円
伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団 第28回定期演奏会
高校生以下 500円
プログラム:ウェーバー「歌劇『魔弾の射手』序曲」、モーツァルト「オーボエ、ク
ラリネット、ホルン、ファゴットと管弦楽のための協奏交響曲」、ベートーヴェン 【全席自由】 ☆
「交響曲第5番『運命』」
指揮:加藤完二

「山下洋輔ジャズコンサート ～室内楽団八向山～」

☆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）
8/4（土）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

第28回 鬼貫顕彰俳句（一般の部）表彰式

無料

元禄の伊丹を代表する俳人鬼貫を顕彰して全国より俳句を募集。選者は稲
畑廣太郎・宇多喜代子・大石悦子の各氏。
8/19（日）10:00～17:00 色紙作品展
鬼貫顕彰俳句(小・中・高校生の部）の受賞者による自画賛色紙を展示しま
す。
8/11（土・祝）～
9/24（月・祝）
8/12（日）・9/9（日）
14:00～

9/7（金）13:30～

無料

一 般 200円(160円)
高浜虚子、河東碧梧桐らが伊丹を訪れたときに詠んだ俳句や、松瀬青々、青 大高生 100円( 80円)
中小生 50円( 40円)
木月斗などが行なった墨染寺での鬼貫忌などを紹介します。
（）内は20名以上の団体料金
要申込
俳句ラボ
1テーマ 一 般
１,000円
講師 塩見恵介氏・久留島元氏
大学生
500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。
高校生以下 無料

小企画展 「伊丹と近代の俳人たち」

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 要資料代（定員30名）

講師 俳人 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。
9/15（土）10:30～

○男の句会コース
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。

9/22（土）10:30～

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。

○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む

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。
8/11（土・祝）・8/12（日) AI・HALL自主企画
11:00～15:00
「みんなの劇場」こどもプログラム『かむじゆうのぼうけん』
大人からこどもまで楽しめる演劇作品をお届けする「みんなの劇場」こどもプ
ログラム。今年は「おはなしの世界で遊ぶ」をテーマに、参加型の公演『かむじ
ゆうのぼうけん』を上演します。客席のこどもたちにも舞台上でマイムや工作、
ダンスで物語の中の冒険に加わってもらい、楽しく過ごしてもらう作品です。こ
の夏は、おはなしの主人公“かむじゆう”とそのヘンテコな仲間たちと一緒に劇
場で遊びましょう！
8/22（水）
AI・HALL自主企画 AI・HALL開館30周年記念事業
11:00～、15:30～
青森中央高校演劇部『もしイタ～もし高校野球の女子マネージャーが

9/7（金）19:00～
9/8（土）14:00～

9/14（金）19:30
9/15（土）
14:00～、18:00～
9/16（日）15:00～

9/22（土）
14:00～、18:00～
9/23（日・祝）14:00～

【時間指定・自由席】
一般前売1,000円(当日1,300円)
高校生以下前売500円(当日800円 要
青森の「イタコ」を呼んだら』
東日本大震災被災地応援のために作られ、第58回全国高校演劇大会で最優 証明)
秀賞を受賞した、青森中央高校演劇部の作品がアイホールに登場！ 舞台装
置や小道具、照明、音響を使用せず、避難所や集会所など「どこでもやれる」
作品として、被災地をはじめ全国21都府県46市区町と韓国・ソウルでこれまで
92ステージが上演され、多くの感動を呼んできました。震災を題材にしながら
も、笑いあり、涙ありの青春高校生活劇。ぜひともお見逃しなく！
【日時指定・自由席】
AI・HALL協力公演 Pカンパニー『白い花を隠す』
昨年度の読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞するなど高い評価を得た話題作 一般4,000円(前売・当日共)
の再演。実際に起きた番組改変事件を題材に、小さなドキュメンタリー制作会 シニア割(65歳以上)・学生割3,000円
社で働くスタッフとその周囲を取り巻く人々のドラマを描き、メディアの現場で (前売・当日共、要証明)
働く人々の葛藤を浮かび上がらせます。
【日時指定・自由席】
AI・HALL提携公演 虚空旅団『きつねのかみそり』
関西の実力派劇団、虚空旅団がアイホールに再び登場。同性婚の制度を利 一般前売3,000円(当日 3,300円)
用して共同生活を送ろうとする中年女性たちと、その家族の姿を通して、類を 18歳以下2,500円(前売・当日共、要証
みない「超高齢社会」を前に揺れる非婚シングルと周囲の人たちを描きます。 明)
劇作家の登竜門、第22回OMS戯曲賞大賞を受賞した虚空旅団主宰・高橋恵
の新作にご期待ください。
【日時指定・自由席】
AI・HALL共催公演 ハイバイ『て』
悲劇を笑いに転換しつつ、生々しい感情や世界への違和感を鮮やかに描く作 一般前売3,800円(当日4,000円)
風で好評を博している東京の劇団、ハイバイが、結成15年目の節目に劇団の 学生3,000円(前売・当日共、要証明)
代表作の一つを再演。主宰の岩井秀人が自らの家族をモデルに、祖母の認
知症をきっかけに再集合した家族が過去の関係を清算しきれず大爆発する
様子を描いた自伝的作品です。第38回ソウル演劇祭では3冠を受賞。「奇跡
の名作」と称される家族劇をお楽しみに。

きららホール
8/4（土）
19:00～19:50

夏の夜の映画会

8/17（金）・9/21（金）
13:00～15:30

おもちゃ病院

8/22（水）
10:00～15:00

きらら夏まつり

8/26（日）
14:00～

きららサマーコンサート

①8/27（月）
②9/17（月・祝）
14:00～15:10

海外紀行～スペイン・ホノルル～

9/8（土）
13:30～
9/29（土）
10:30～11:15

【日時指定・自由席】
一般(4歳以上)500円(当日700円)
こどもとおとなペア券(前売のみ)800円
（保護者同伴。グループの場合、必ず
おとな1名の付き添いが必要）
（4歳未満のお子様は、保護者1名に
つき1名無料）

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

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント☆NEXT」

壊れてしまったおもちゃを修理をします。

入場無料 申込不要
対象:小学生以下（就学前の子どもは
保護者同伴）
修理費無料・申込不要
部品交換などがあれば実費分が必要

参加無料
おばけ屋敷、脱出ゲームなどの楽しい遊びのほか、売店、フリーマーケットも 一部材料費のみ別途必要
あります。
無料 要整理券
出演:兵庫県立伊丹高等学校吹奏楽部、伊丹市立天王寺川中学校吹奏楽部 整理券はきららホールにて配布中
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:30名 申込:受付中～直接来館
または電話にて受付
写真などを交えてお伝えします。
①スペイン・コンポステーラ巡礼 ②ホノルル・マラソン＆海外よもやま話
入場無料、申込不要
鳴く虫と郷町関連イベント「鳴く虫コンサートinきらら」
ﾌﾙｰﾄやｸﾗﾘﾈｯﾄのｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ、管弦楽による演奏をお届けします。
参加費:1組500円（追加1名250円増）
小さな子どもたちのための運動会です。競技や体操などで体をたくさん動かし 申込:9/7(金)～(先着順）、定員:60名
対象:1歳半～3歳の子どもと保護者
ましょう。

きららあ・そ・ぼ「おやこ運動会」

工芸センター
開催中～8/31（金）

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

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！
9/7（金）
18:30～20:30

工芸センター夜間講座「秋織々」
定員10名。要申込。定員に満たない場合当日参加可。

場所:旧石橋家住宅1階
参加費:2,000円

9/7(金)～9/24(月・祝)

「秋の夜長フェア」「“鳴く・飛ぶ・飾る”羽のある虫のジュエリー」

場所:旧石橋家住宅1階

酒器など秋の夜を愉しむ作品と、伊丹ジュエリーカレッジ修了生による虫の
ジュエリーを展示販売。
9/8（土）～10/14（日）

陶 金 漆 ―素材と表現―

場所:伊丹市立工芸センター
陶・金属・漆という異なる素材を扱う、三木陽子、長谷川政弘、栗本夏樹の作 入場無料
品を紹介する展覧会。

9/16（日）14:00～

出品作家とゲストによるトークセッション 「工芸と現代美術」
ゲスト:中井 康之 （国立国際美術館 副館長）

講座受講生募集中！

糸染めと手織講座 「身近な草木でお気に入りのひと品を」

初心者大歓迎！

繭引き・糸染め:8/18（土）・9/1（土）・8（土） 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）

工芸クラブ会員
年会費:3,000円

陶芸講座 「暮らしを彩る器をつくる～しのぎ・面取り技法に挑戦！」
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）

手織講座「素材の変化を楽しんで 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）

彫金講座 「煮色技法でつくるジュエリー」
9/9（日）・16（日） 初心者限定講座 全2回
9/23（日・祝）～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）
初心者限定講座のみの受講は不可

染色講座 「単色性染料による藍の二掛け」と「本紫染め」
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）

銅版画講座 「モノタイプとモノプリントⅡ」
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）
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＆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） 12/9（日)までの全8回コースもあり

9/7（金）～16（日）

郷町界隈を舞台に鈴虫など秋の虫を展示。期間中、さまざまなイベントが開
催されます。7日（金）・8日（土）・15日（土）は夜間開館もあり。

鳴く虫と暗蔵(アングラ)

9/8（土）18:30～、
19:15～、20:00～

行灯社と聞く郷町館の夜

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）
糸代等別途必要
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
受講料:16,000円(会員12,800円)
染色材料費 5,000円程度
藍染め 実習費 6,000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

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

鳴く虫と郷町

9/7(金)・8(土)・15(土)
18:00～21:00

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

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

伊丹郷町館

場所:伊丹市立工芸センター
入場無料

薄暗い蔵の中から聴こえる虫の鳴き声を楽しんでいただけるイベントです。
フルートと小さなハープのユニット「行灯社」のコンサート。（3回公演各20分）

会場: 旧岡田家住宅・酒蔵
旧石橋家住宅
会場:旧岡田家住宅・酒蔵
入場無料
会場:伊丹郷町館内
入場無料

9/15（土）14:00～18:00 秋モチーフのステンシルを楽しむ
会場:旧石橋家住宅１階・座敷
（最終受付17：00）
染織の技法のひとつであるステンシルを使ってオリジナルグッズを作ります。 参加費:300円、随時最大10名(先着
順)
染めたいものをご持参ください。（当日購入も可能）
小学校低学年以下は保護者同伴
9/15（土）12:00～19:00 癒しのハーブカフェ
会場:旧石橋家住宅1階カウンター
9/16（日）11:00～17:00 季節のスイーツや体にやさしいハーブのお茶などお楽しみいただけます。
飲食代実費
9/16（日）
13:00～17:00

ハーバリウム標本をつくろう
季節の植物を使用したハーバリウムをつくるワークショップです。
今人気急上昇中のハーバリウムをつくってみませんか？

会場:旧岡田家住宅・土間
定員:100名 （先着順）
参加費:300円
小学3年生以上対象（12歳以下は保
護者同伴）

中心市街地関連
8/25（土）
19:30～20:30
荒天順延無し

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

第38回いたみ花火大会
今年のテーマは、『華色（カラー）』！
オープニング（点火式）は、導火線の炎が橋を渡り花火に点火。点火と同時に
伊丹市マスコットキャラクター「たみまる」が登場！
青や赤、緑などさまざまな”色”をテーマにした花火の共演が夜空を鮮やかに
彩ります。ユニークな型物花火や新作花火を駆使した演出にもご注目くださ
い。
グランドフィナーレは圧巻の音楽連動ワイドスターマイン。扇型のウェーブ花
火や複数個所からの同時連射連発花火、金波・銀波の乱れ咲き！恒例の伊
丹名物「黄金しだれ柳の重ね咲き」で、夏の関西をしめくくる花火は迫力満
点！

図書館

＜問い合わせ＞
まちなかにぎわい課 784-8068
＜当日の自動音声案内＞
0180-99-3210
（午前10:00～午後8:00）
＜会場＞
猪名川神津大橋南側河川敷
＜打上数＞ 約3,500発
＜交通＞
・JR福知山線「伊丹駅」から南東へ徒
歩約10分
・阪急伊丹線「伊丹駅」から東へ徒歩
約20分

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

伊丹でみつける・さぐる・かんがえる
「図書館を使った調べる学習コンクール2018」にむけて、コンクールの作品作
りに役立つ講座やイベントを開催します。
8/1（水）～11/30（金）

8/7（火）13:30～
8/7（火）18:00～
8/8（水）13:30～

用紙の配布・提出場所:図書館「ことば
伊丹市内の行基が関わった場所の「今」をリポートしてください。所定の用紙 蔵」
に記入・提出してもらったものは製本し、郷土資料として図書館の蔵書になり 申込不要／参加無料
ます。
場所:ことば蔵1階 多目的室2
『伊丹と近代の俳人たち』 講師:柿衞文庫 吉田美幸 学芸員
定員:各40名（先着）
『行基集団による伊丹台地開発について』
申込不要／参加無料
講師:伊丹市教育委員会事務局社会教育課 中畔明日香 学芸員

『みんなで作ろうアーカイブ 行基さんへ－伊丹の今－』

『伊丹の昆虫をみつけよう！－ぬけがらからうんこまで－』
講師:伊丹市昆虫館 角正美雪 学芸員

8/2（木）
9:45～10:30

みんなで歌おう！「はらぺこあおむし」

8/9（木）・10（金）
14:00～15:30
(全2回）

世界でひとつだけのオリジナルすごろくを作ろう！

みんなだいすき「はらぺこあおむし」の絵本をメロディにのせて歌いましょう。
ほかにも、こどもたちに人気の歌をみんなで歌います。

場所:ことば蔵1階 交流フロア
申込不要/参加無料

8/11（土・祝）
10:30～11:30

場所:ことば蔵1階 交流フロア
夏休みの思い出や自分の好きなものなどをテーマにしたオリジナルのすごろ 定員12名（両日参加できる方）
対象:小学3～6年生
くを作る2日間のワークショップです。
電話または直接来館で申込
講師は双六読書会「小さな靴あと」谷明子さん
参加無料
場所:ラスタホール1階 ロビー
絵本と音楽であそぼ♪～のりもの大好きっこあつまれ！～
おはなしユニット「ぽぽんた」と、のりものいっぱいの歌とおはなしを楽しもう。 対象:幼児 申込不要／参加無料

8/14（火）～8/31（金）

おびがりっ！

8/25（土）・26（日）
12:00～15:00
（最終受付は14:30）

「ことば蔵サファリ」トレイン
ダンボールや本の帯で作った動物が並ぶ「ことば蔵サファリ」をミニ電車に
乗って冒険してみよう！

場所:ことば蔵1階 交流フロア
申込不要/参加無料

8/29（水）
10:30～11:15

「絵本であそぼう！」～みんなで大きなさかなをつくろう！～

9/4（火）10:30～

おはなし会

場所:ことば蔵1階 多目的室2
対象:2才～5才（保護者同伴）
定員:50名（先着順） 参加無料
申込:8/7（火）より電話・来館で受付
場所:神津交流センター ゆうぎしつ
対象:未就園児と保護者
申込不要／参加無料

場所:ことば蔵3階 酒コーナー
タイトルを伏せて本の帯のみを展示します。気になる帯をカウンターにお持ち 申込不要／参加無料
頂くと、その帯の本を貸し出します（帯がなくなり次第終了）。

絵本の読み聞かせと手遊び
9/22（土）
14:00～

場所:きららホール 2階201会議室
対象:中学生以上
申込不要/参加無料

北分館朗読会 ことばの泉
大人向けの朗読会

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)

8/1（水）～8/31（金）
「伊丹の自然」絵はがき大募集告知展
9/18(火)～9/23(日・祝) 2018年度 伊丹美術協会 写真部展
9/25（火）～9/30（日） 北浩二と具象作家展
※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。

応募作品展示
写真
絵画

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

ラスタホール
8/5（日）～16（木）
9:00～21:00
日・祝は17:00まで
最終日は12:00まで

「関西大学鉄道研究会 鉄道写真展」
～ノーレール・ノーライフ2018～

9/7（金）
14:00～15:30

「サイバー犯罪について知ろう！」
（生涯学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ ラスタ三期会企画）

予約不要
無料

関西大学鉄道研究会の学生のみなさんが、日本全国を回って撮り集めた、
カッコイイ、珍しい、旅情あふれる鉄道写真を展示します。大人も子どもも鉄道
ファンもそうじゃない人も、お楽しみいただけます。
8/11（土・祝）10:30～11:30には、のりものの絵本のおはなし会を行います。の
りものだいすきなお友だち！みんな集まれ！！
参加料:無料
定員:30名

ｽﾏﾎやﾊﾟｿｺﾝを使った特殊詐欺やﾄﾗﾌﾞﾙはご存知ですか?とっても便利なSNS
ですが、そこにも情報発信ﾘｽｸがあります。でも、むやみに怖がって使わない
のはもったいない!様々な危険性やﾘｽｸについて、お話を聞いて、気を付ける
ﾎﾟｲﾝﾄを学びましょう。
①9/14（金）
②9/28（金）
③10/26（金）
（全3回）

「目指そう！健康長寿」（生涯学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟﾗｽﾀ輝企画）

9/21（金）～11/9（金）
19:00～20:30
（全5回）

懐かしの歌を皆で歌おう

健康で充実した生活を維持するために、皆さんで一緒に様々な体験して、楽
しみながら考えてみましょう。
①ニュースポーツに挑戦！ ②もしも介護が必要になったら
③落語寄席で、おおいに笑って健康に！

10/13（土）
13:30～
(受付開始・開場13:00)

参加料:500円（3回分）
定員:30名

参加料:4,250円
童謡、ﾎﾟｯﾌﾟｽ、流行歌など思い出深い曲を、皆でたくさん歌いましょう。発声の 定員:30名
基本を学び、腹式呼吸で知っている曲も知らない曲も、一緒に歌って楽しんで
みませんか。
予約不要
伊丹ことばあそび大会 『折句題（おりくだい）』
日本人が昔から“ことば”を使ってあそんだ「ことばあそび」の楽しい世界にﾁｬ 無料
ﾚﾝｼﾞしませんか。今回のﾃｰﾏは「折句題」。”折句題”とは、和歌や俳句の各句 作品応募締め切り:9/21（金）必着
の頭に、特定の文字（音）を置いて詠むものです。今回は折句題を俳句や川
柳と同じ「5・7・5」の形式で作っていただきます。ただいま、ﾕﾆｰｸな作品募集
中！詳細はお問合せください。
内容:公開講義、入選作の発表および表彰など。
講師:大阪教育大学 教授 小野恭靖（おの みつやす）

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

8/1（水）～8/5（日）
9:00～17:30
(最終日は15:00まで)

非核・平和パネル展示《人間の尊厳》

8/1（水）
13:30～15:00

平和コンサート

8/3（金）
13:30～15:00

平和ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ「取材映像で見る紛争地に生きる女性や子どもたち」

8/4（土）
10:00～、13:30～

平和映画会Ⅱ「広河隆一 人間の戦場」（98分/2015年/日本）

8/5（日）
13:30～15:30

朗読劇「平和を想う」 ピアノ伴奏＆歌つき

8/25（土）
10:00～11:30

第20回カエボン部～交流ひろば～

「広河隆一・人間の戦場パネル展」（広河隆一写真展事務局所蔵）
平和図書コーナーも設置しています。（協力:伊丹市立図書館）
「平和への想い歌にこめて」
出演:伊丹市出身の兄弟デュオ「ちめいど」、伊丹市少年少女合唱団

申込:不要
費用:無料
定員:50名
申込:受付中
費用:無料

定員:50名
ジャーナリストとして実際に見た紛争下の人々の姿を話します。シリア等で取 申込:受付中 ◎
費用:無料
材した映像を見ながら、今の戦争そして難民について考える機会とします。
フォトジャーナリスト・広河隆一の哲学は言葉こそ明快だが厳しい。それを実
践する自分自身に烈しい生き方を求めずにはいられなかった。その取材は
1967年、イスラエル・パレスチナに始まる。
人間の尊厳が奪われている場所を、広河は「人間の戦場」と呼ぶ。活動は、
取材だけにとどまらず、被害を受けた子どもたちの救援活動にも奔走する。
第一部 「詩人・茨木のり子の世界」 出演:朗読グループ「赤いろうそく」
第二部 宮沢賢治「雨ﾆﾓﾏｹｽﾞ・銀河鉄道の夜」 出演:朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ「つばめ」

定員:各100名
申込:受付中 ◎
費用:無料

定員:50名
申込:受付中
費用:無料

持ち物:オススメしたい本
申込:不要
テーマ「暑い国（スリランカ他）のことを知ろう」
費用:無料
自身がオススメしたい本を持ち寄って、みんなで紹介し合いましょう。
ゲスト:スリランカ出身僧侶 ニャーナ・ランカーラさん
◎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

8/5（日）
12:15～14:15

納涼コンサート

8/18（土）
12:15～13:00

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」

9/2（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「懐かしき歌」

第一部 プロムナードコンサート 演奏者 オルガン:瀬尾千絵
曲目:未定
第二部 演奏 天王寺川中学校吹奏楽部
曲目:コンサートマーチ「虹色の未来へ」、宝島
他
演奏者:笛・ﾃﾉｰﾙ楊 雪元(ようせつげん）、ｵﾙｶﾞﾝ安藤明子（あんどうあきこ）
曲目:荒城の月、夏の思い出、夢をかなえてドラえもん
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

会場：多目的ホール
演奏者:ｿﾌﾟﾗﾉ高島依子（たかしまよりこ）、ｵﾙｶﾞﾝ橘 由美子（たちばなゆみこ） 入場無料、定員120名（当日先着順）
全席自由
曲目:「この道」「赤とんぼ」
他

9/16(日)～9/17(月・祝) 第34回 伊丹市シルバーフェスティバル
10:00～17:00
市内高齢者の作品展示・演芸・野菜直売等。地元 小・中・高校吹奏楽演奏。
9/17(月・祝)は～16:00 神津福祉センターと同時開催
9/22（土）
12:15～13:00

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

入場無料（整理券なし）

会場:多目的ホール
演奏者:テノール山崎 覚（やまざきさとる）、オルガン田坂千禎（たさかちさち） 入場無料、定員120名（当日先着順）
全席自由
曲目:「秋」（四季より）、「踊り」、「落ち葉松」
他

パイプオルガン・プロムナードコンサート「実りの秋」名曲散歩

9/29・10/6・10/27 (土) 短期陶芸教室 （各土曜日、全3回）
10:00～12:00コース
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
13:30～15:30コース
10月～H31.3月
10:00～12:00

定員:各コース30名
申込期限:9/20(木)
対象:中学生以上の伊丹市民
受講料:材料費として800円必要
募集人数15名 受講料6,000円
「暮らしを彩るきりえアート教室」 講師 岡村 康裕
月1回(原則第2土曜日) 全6回（半年） 額に飾る 切り絵を教室で学びます。 応募詳細は直接ホールへ

10月～H31.3月
13:00～15:00

「楽しいおりがみ入門講座」 講師 岡村 康裕

募集人数15名 受講料6,000円
月1回(原則第2土曜日) 全6回（半年） やさしい折り紙の作り方が学べます。 応募詳細は直接ホールへ

10月～H31.3月
13:00～16:00

「水彩画初級教室」 講師 平田 睦夫 月2回 第1、第3金曜日
水彩画の基本が学べます。

こども文化科学館
★プラネタリウム

募集人数15名 受講料12,000円
（10月と1月に各々6,000円）
応募詳細は直接ホールへ

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
ココロンカード持参の児童は
入館料無料

夏休み期間:7/23（月）～8/31（金）
お盆期間:8/10（金）～16（木）（8/11（土・祝）16:15～はトワイライト投影、8/14（火）臨時開館）
開催中～9/17（月・祝） 夏のレギュラー投影 「迷宮のプラネタリウムⅡ」
9/22（土）～
秋のレギュラー投影 「いたみ星物語 月と昆陽乃姫」
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
8月:さそり座・いて座・やぎ座 9月:月

毎週日曜・祝日10:00～ プラネタリウム ちびっこ投影
（8月中は土曜・平日も） 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
開催中～8/31（金）「うちゅう☆ゆうえんち」
9/2（日)～「ひょんたんのおつきみ」
8/12（日）14:25～
9/9（日）14:25～

ちょこっとサイエンス

開催中～9/17（月・祝)

夏の企画展「カラクル・ランド」
鳴く虫プラネタリウム（満天の星空の中で鈴虫の音色が響き渡ります）

9/7（金）～16（日）

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

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

伊丹市昆虫館
開催中～8/31（金）

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） （8/14臨時開館）
http://www.itakon.com/
℡ 072-785-3582

＜開館時間＞
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 9:30～16:30（入館は16:00まで）
＜入館料＞
ど、体験型展示がもりだくさんです。
大人 400円
会場:2階第2展示室ほか
中・高校生 200円
開催中～8/31（金）
プチ展示「昆虫館スタッフ's推し虫〜」
3歳～小学生 100円
珍しいだけではない、本物の良い虫とは。
0～2歳 無料
会場:1階特別展示室
伊丹市内在住・在学の3歳～中学生
9/5（水）～1/14（月・祝） 企画展「さいきょうのかまきり」
は無料（要証明書）
史上最強最高のカマキリの展覧会を、箕面公園昆虫館との合同企画として開
催します。あの超珍しいカマキリの生体が登場するかも!?
会場:2階第2展示室

特別展「いたこんパラダイス～むしとハッピー！～」

9/26（水）～11/19（月） プチ展示「伊丹のカエル＆トカゲ＆カメ」
伊丹市に生息する両生類＆は虫類が大集合！
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
電話で随時

テレホン童話 電話で創作童話が聴けます
8月 宙の友だち
作 籾山綾子さん
9月 そっと ぎゅっと ぎゅぎゅぎゅっと

作 広川 はる子さん

通信料のみ
おはなし
電話番号 773-0874
http://www.itami-danjo.jp

8/1（水）・2（木）・3（金） こども将棋教室（初級）
13:30～
将棋の進め方等基本を教えます
講師:荒木 芳樹さん

対象:小学生20名
参加費:3回で300円
申込:直接又は電話

8/4（土）1回目:13:30、
2回目:15:00

夏休み一日体験「平和アニメ上映会」

参加無料 対象:幼児・小学生とその
保護者50名 申込:直接センターへ

①8/5(日) ②8/19(日)
③9/9(日)
13:30～15:30

お天気教室

8/17（金）・9/22（土）
10:30～12:30

ツインズひろば

8/18（土）
13:30～16:00

仕事でのスキルアップに役立てるパワーポイント講座

9/8（土）13:30～

「わくわく手作り子ども教室」 身近な物で手作り工作に挑戦

「おこりじぞう」「一つの花」「いわたくんちのおばあちゃん」3本立
①「雨量計を作ろう」 ②「雨量計まとめ」 ③「台風のはなし」
講師:寺野健治さん(関西気象予報士会）
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
を出産予定の方各10組
講師:いたみＩＴ倶楽部

講師:ビタミンX（手作りおもちゃ研究会）
9/8（土）
14:00～16:00

パソコンヘルプデスク
講師:いたみＩＴ倶楽部

①9/12(水) ②9/19(水) ストレスにふりまわされない私？
③9/26(水)
①「こころ 編」 ②「からだ 編」 ③「いやし 編」
10:00～11:30
講師:助産師 辻本 有美さん 他
9/13（木）
10:00～12:00 講演
13:00～ 個別相談会

子育てママに役立つマネープラン
～はじめてみませんか？家計管理～

9/14（金）
10:00～11:30

0歳ベビーのHAPPY子育て

9/15（土）
10:30～12:00

歌声サロン

9/16（日)
10:00～11:00

にちようびはパパとあそぼ！ 「絵本と音楽の世界」

9/16（日)
11:00～11:30

Gセンかみしばいの日

9/20（木）
13:30～14:30

男女共同参画基礎講座～あなたの人生を豊かにするヒント！～

9/21（金）
10:00～11:30

心理学講座「じっくり自分を眺めてみると・・・ 自画像体験～」

講師:ファイナンシャルプランナー 長谷川 まゆみさん
「ベビーリトミックとリズムマッサージ」 講師：井口 智子さん(ﾘﾄﾐｯｸ講師）

講師:塩井 眞理子さん（月曜会コーラス指導）
講師:ぽぽんたさん
語り手 紙芝居サークル「いろは」
講師:戎 多麻枝さん（WLBC関西ﾜｰｸ･ﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）
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）

参加費:各回400円
対象:小学3年～中学3年
申込:直接又は電話
参加無料
申込:直接又は電話
参加費:500円 定員:15名 託児あり
対象:ﾃｰﾏに関心のある方
申込:電話又は直接ｾﾝﾀｰまで
参加無料、予約不要
対象:幼児・小学生とその保護者
参加費:200円 定員:10名
対象:ﾃｰﾏに関心のある方
申込:電話又は直接ｾﾝﾀｰまで
参加費:各500円 定員:各15名
託児あり
対象:ﾃｰﾏに関心のある方
申込:電話又は直接ｾﾝﾀｰまで
参加無料 対象:ﾃｰﾏに関心のある方
申込:直接又は電話
定員:講座(8名）相談会(3名）
参加費:500円 定員:10組
対象:0歳児とその保護者
申込:直接又は電話
参加費:300円（ドリンク付） 定員:50名
申込:直接センターへ
参加費:500円 対象：2・3歳児と男性
保護者 15組 申込:直接又は電話
参加無料 対象:幼児・小学生とその
保護者 直接センターへ
参加無料 対象:ﾃｰﾏに関心のある方
50名 託児あり 申込:直接又は電話
参加費:500円 対象:ﾃｰﾏに関心のあ
る方20名 申込:直接又は電話

