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10・11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。
11/3（土･祝）
11:00～

バッカスフェスタ 第20回関西男声合唱祭

1,000円（当日会場のみ）
『清酒発祥の地・伊丹』で開催する約50団体による酒をテーマにした男声合唱 全席自由
の祭典！関西中のみならず全国からも男声合唱団が集結します。力強く響く 問合せ：関西合唱連盟
06-6201-8030（平日13:00～17:30）
男声合唱をお楽しみください。

11/12（月）
19:00～

大阪音楽大学の学生によるユーフォニアムアンサンブルコンサート 無料。全席自由。申込不要。
吹奏楽などで活躍し、柔らかく丸みのある音色が特徴の金管楽器ユーフォニ 当日直接会場へ。1Fエントランス。
アムの音色をお楽しみください。

11/17（土）
14:00～

Osaka Shion Wind Orchestraシネマミュージックコンサートin伊丹
今年95周年を迎えるプロの吹奏楽団Osaka Shion Wind Orchestraによる、
オール映画音楽プログラムのコンサート。
【予定曲目】映画「マイ・フェア・レディ」から踊り明かそう、ウエスト・サイド・ス
トーリー・メドレー、ラ・ラ・ランド 他

伊丹アイフォニックホール

一般3,000円
高校生以下1,500円
親子ペアチケット4,000円
4歳以上のお子様からご入場いただけ
ます。全席指定

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。
10/8（月・祝）14:00～

①11/5（月）
②12/10（月）
③H31.2/11(月・祝）
11/5（月）19:00～

11/25（日）14:00～

募集中～11/30（金）

【全席指定席】 ☆
数多の国際コンクールで優勝するなど天才と評される彼女の、精緻極まるテ 一般前売3,500円(当日4,000円)
学生前売2,500円(当日3,000円)
クニックと音楽性溢れる音色をお楽しみください。
プログラム:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト短調BWV 1001、アルハンブラ
の想い出、ブエノスアイレスの夏、アストゥリアス、大聖堂 他
受講料:
2018年度後期文化サロン"話題探訪" 通し申込みのご案内
全3回通し申込み3,000円
①「スペイン黄金世紀のダンス」（内容は下記）
単体申込み1,500円
②ﾄｰｸ＆ｺﾝｻｰﾄ「フラメンコの魅力 ～歌、ギター、踊り 三位一体の芸術～」
③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
文化サロン"話題探訪" 「スペイン黄金世紀のダンス」
黄金世紀の背景と、この時代のダンスが他の文化や時代から受けた影響、ま
た後世のダンスにどのように影響を及ぼしたのか、理解を深めましょう。
講師:モンセ・マリ（関西カタルーニャセンター会長／日本スペイン文化経済交
流センターエクステンション代表）
【全席指定席】 ☆
エスペリオンXXI～古楽のﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ ｽﾍﾟｲﾝ黄金世紀の舞曲～
古楽界の巨匠ジョルディ・サヴァール率いる5人編成のアンサンブルユニット 一般前売5,000円(当日5,500円)
が13年ぶりに伊丹に帰って来ます。美しいハーモニーと、熟練された技術から 学生前売3,500円(当日4,000円)
生み出される即興演奏をぜひお楽しみください。
プログラム:ラ・スパーニャ、前奏曲「カプリス・ド・シャコンヌ」、フォリア 他
申込締切:11/30（金）当日消印有効
第33回伊丹市民ｵﾍﾟﾗ定期公演「ｶｳﾞｧﾚﾘｱ･ﾙｽﾃｨｶｰﾅ」「道化師」
活動日程等の詳細はチラシ、または
舞台ボランティアスタッフ募集
ホームページをご覧ください
H31.3/24（日）の本公演にむけ、舞台ボランティアスタッフを募集中です。

アナ・ヴィドヴィチ クラシックギターリサイタル

☆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
10/6（土）
～12/24（月・祝）
（11/12（月）～16（金）
は一時休館）

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 300（240）円
独創にみちたフランシスコ・デ・ゴヤが最初に手がけ、人間の偽善や偏見、迷 大高生 200（160）円
妄や不合理さを痛烈に描いた版画集『ロス・カプリチョス（気まぐれ）』（1799年 中小生 100（80）円
（ ）内は20名以上の団体割引料金
刊）の全80点を一挙に公開します。

collection1 ゴヤ、理性のねむり “ﾛｽ･ｶﾌﾟﾘﾁｮｽ”にみる奇想と創意

伊丹市伊丹2-4-1 火曜休館
http://www.aihall.com/
℡ 072-782-2000

アイホール

「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。
ＡＩ・ＨＡＬＬ自主企画 「地域とつくる舞台シリーズ」
いたみ・まちなか劇場『味わう舞台』
伊丹市内の個性豊かな飲食店にて、おいしい料理とお芝居や舞踊の公演を
セットでお得に楽しめるイベント。お店自慢の素敵な料理と、選りすぐりの多彩
な表現をぜひご堪能ください。
10/3（水）13:00、19:30

リーディング公演『お父さんのバックドロップ』

【日時指定・自由席】
一般3,000円(前売のみ)
お食事と公演料込み、ドリンク代別

会場:白雪ﾌﾞﾙﾜﾘｰﾋﾞﾚｯｼﾞ長寿蔵

作:中島らも 演出:岩崎正裕 出演:坂口修一
10/10（水）13:00、19:30 舞踊『待つ』 振付・演出・出演:ボヴェ太郎
10/31（水）13:00
ひとり語り『糸車』 作:山本周五郎 演出・出演:林英世

会場:西洋懐石アンシャンテ

11/7（水）19:00、21:30

会場:Cafe Champroo

一人芝居『宮川サキのキャラクター大図鑑～伊丹出張編』

会場:鮨 千寿

作・演出・出演:宮川サキ
21:30公演はワンドリンク付(バー公演、お食事少なめ)
10/19（金）19:30（初日
割引あり）
10/20（土）14:00
10/21（日）14:00

ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演 アマヤドリ『ブタに真珠の首飾り』

【日時指定・自由席】
一般前売3,000円(当日3,300円)
学生前売1,500円(当日1,800円)
高校生以下前売1,000円(当日1,300
円)
初日割引2,500円(前売・当日共)
10/27(土)14:00、18:00 ＡＩ・ＨＡＬＬ共催公演 振り袖講談・賛～「かたり寿歌」～
【日時指定・自由席】
10/28(日)14:00
劇作家、北村想プロデュースによる一人芝居の第3弾。今回は日本現代演劇 一般2,000円（前売・当日共）
史に残る不朽の名作『寿歌』を、関西で活躍する女優・船戸香里が巧みな話 会場:東リ いたみホール4F大和室
芸で講談として演じ上げます。珠玉の一人語りをお楽しみに。
11/9（金）19:30
ＡＩ・ＨＡＬＬ提携公演 極東退屈道場『808（ハッピャクヤ）ダイエット』 【日時指定・自由席】
11/10（土）14:00、18:00 関西劇作家の登竜門、OMS戯曲賞で第18回大賞・第20回特別賞を立て続け 一般前売3,200円(当日3,500円)
11/11（日）14:00
に受賞してきた実力派、林慎一郎の演劇ユニット「極東退屈道場」。ダイエット ペア5,500円(前売のみ)
のために走る中年の男。毎日橋を渡り、川の周りの様々な人々を見続けてい 22歳以下2,000円(前売のみ)
るうちに男に変化が起こっていき…。大阪市内を流れる川とその上にかかる 2回目以降の観劇0円（WEB予約の
み）
橋をモチーフに、都市に暮らす様々な人々の姿を描き出します。
『髪をかきあげる』
11/15（木）19:30
11/16（金）15:30
11/17（土）11:30、15:30
11/18（日）15:30
『ともだちが来た』
11/16(金)19:30(終演後
ｱﾌﾀｰﾄｰｸあり)
11/17(土)19:30
11/18(日)11:30
『ソウル市民』
11/22(木)19:30
11/23(金・祝)14:00
11/24(土)14:00
11/25(日)14:00
『ソウル市民1919』
11/23(金・祝)17:30
11/24(土)17:30
11/25(日)17:30
11/26(月)14:00

ＡＩ・ＨＡＬＬ自主企画 現代演劇レトロスペクティヴ
コトリ会議『髪をかきあげる』『ともだちが来た』

昨年度のbleak a legでも好評を博した新進気鋭の東京の劇団、アマヤドリが
新作会話劇を上演。多様な台詞表現を駆使して、女性四人の会話から女の
友情の美しさ、かわいらしさと、その中に滲む「安っぽい悪意」を濃厚に描き出
します。

【日時指定・自由席】
一般前売2,700円
時代を画した現代演劇作品を新たな演出で上演する人気企画「現代演劇レト 23歳以下前売2,000円(要証明)
ロスペクティヴ」。今年度第一弾は、関西で活躍目覚しい若手劇団「コトリ会 当日3,000円(券種一律)
議」が、日本の現代演劇に新たな潮流を生み出した劇作家、鈴江俊郎の作品 二作品共通4,500円(前売のみ)
に挑戦します。OMS戯曲賞受賞作の『ともだちが来た』、岸田國士戯曲賞受賞
作の『髪をかきあげる』。全く異なった魅力を持つ二つの作品にご期待くださ
い。

ＡＩ・ＨＡＬＬ共催公演 青年団『ソウル市民』『ソウル市民1919』
平田オリザ率いる青年団が代表作を連続上演。日韓併合前後のソウルに暮
らす日本人一家の日常風景から「支配者」たちの呑気な傲慢さと、滑稽な孤
立を鮮明に描きます。淡々とした会話から悪意なき市民の罪を浮かび上がら
せ、＜現代口語演劇＞の出発点となった記念碑的作品『ソウル市民』、その
10年後を描き、植民地支配に潜む不条理性をブラックユーモアを交えて浮き
彫りにした『ソウル市民1919』。初演から国内外で上演を重ね、各地で大きな
反響を呼んできた両作品をぜひお見逃しなく。

文化振興課

【日時指定・自由席】
一般3,000円(前売・当日共)
ユース(26歳以下)・シニア(65歳以上)
2,000円(要証明)
高校生以下1,500円
一日通し券(前売のみ)5,000円（11/23
（金・祝）～11/25（日）のみ適用）

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

10/27(土)10:00～17:00 第32回伊丹いけばな展
入場無料
28(日)10:00～16:30
伊丹市いけばな協会所属の7流派が、大作7点を含む約90点の作品を展示。 会場:東リ いたみホール
こどもいけばな教室、アイ愛センター華道教室の作品発表もあり。

同時開催「いけばな体験コーナー」
10/27（土）11:00～12:00 真生流
10/28（日）11:00～12:00 未生流、13:00～14:00 遠州流
初心者を対象とした1回完結型講座。空きがあれば当日参加も可。

同時開催「市民茶会」
10/27（土）10:00～16:00（受付は15:30まで） 煎茶席:高遊外売茶流
10/28（日）10:00～16:00（受付は15:30まで） 抹茶席:裏千家
伊丹市茶道協会による呈茶。作法を気にせず、いす席でお楽しみください。

対象:小学生以上 定員:各回10名
参加費:各回1,000円
市文化振興課（784-8043）にて電話で
申込受付中
参加費:1席500円
申込不要、直接会場へ

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～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。

10/6（土）15:00～

ロビーコンサート「素材と表現－金属と音－」
出演:mollen 西洋のこぎり（ミュージカル・ソー）とギターによるミニコンサート

開催中～10/14（日）

伊丹郷町クラフトショップ『食欲の秋フェア①日々のごはんのうつわ』 場所:旧石橋家住宅1階
食卓を楽しく彩るお皿やうつわを展示販売。おいしく秋を過ごしませんか？

10/20（土）～28（日）
最終日は16:00まで

日本のジュエリーアート「こ・と・だ・ま」
日伊コンテンポラリージュエリー交流展「DIALOGHI-対話」
DIALOGHI in 伊丹

ワークショップやギャラリートークも開催します。
10/20（土）～11/11（日） 伊丹郷町クラフトショップ『食欲の秋フェア②もてなしのうつわ』
ホームパーティーや、お客様のもてなしに使いたいうつわ等を展示販売。

場所:伊丹市立工芸センター
入場無料
ワークショップ参加費は別途要
場所:旧石橋家住宅1階

11/3（土・祝）～11（日） 伊丹工芸クラブ会員展「伊丹クラフトフェア」
場所:伊丹市立工芸センター
最終日は16:30まで
陶芸・ジュエリー・木工・ガラス・布小物・絵画など、様々なジャンルの作品を展 入場無料
ワークショップ参加費は別途要
示販売（一部除外品あり）。ワークショップやフリーマーケットも開催します。
11/3（土・祝）、4（日）

場所:伊丹市立工芸センター
入場無料

「不華篆会習作展ⅩⅩⅥ」
-「星」字をﾃﾞｻﾞｲﾝして生活の中に書・篆刻篆刻作品と、木工様々な工芸品に篆刻を取り入れた創作作品を紹介。

11/4（日）14:00～16:30 篆刻一日講習会 講師:酒居石荘（日本篆刻家協会代表理事）
11/9（金）～11（日）
「家具工房 榎栞 木の家具展」
最終日は16:30まで
無垢材を使った手作り家具・小物を展示販売します。
11/17（土）～12/9（日） 伊丹郷町クラフトショップ「ギフトフェア」
お祝いごとや誕生日、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
わなどを展示販売。他では手に入れられない特別な品を贈りませんか。
11/17（土）
～12/24（月・祝）

2018伊丹国際クラフト展 主題「酒器・酒盃台」

11/17（土）13:00～

表彰式 受賞者、審査員が来館。どなたでもご参加いただけます。
伊丹ジュエリーカレッジ 第20期生募集中！

4月初旬 開講
原則火曜日～金曜日
（年間約150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

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
を目指す工房スタイルの教室です。是非一度見学にお越しください。

ホームスパン講座 「手紡ぎ・手織」
①前期『手紡ぎ』
10/26（金）～12/14（金） 毎週金曜日 全8回 10:30～16:30
講師:伊東 徹子（染織作家）
羊毛を洗って、染めて（天然染料・化学染料）、紡毛機を使って紡ぎます。

②後期『手織』

木版画講座 『ぼかしグラデーションで色遊び』
11/7（水）～12/19（水） 毎週水曜日 全7回 13:30～16:00
講師:馬川亜弓 （木版画作家）
浮世絵版画のようなぼかし技法を使って、空や山を効果的に表現してみま
しょう。

伊丹郷町館

11/3（土・祝）
13:30～、15:00～

場所:伊丹市立工芸センター
入場無料
場所:旧石橋家住宅1階

場所:伊丹市立工芸センター
「酒器・酒盃台」をテーマに公募し、268名の中から選ばれた97名の入賞・入選 入場無料
作品を展示販売いたします。（一部非売あり）

H31.2/19（火）～3/1（金）全8回 2/23（土）～25（月）は休講
10:30～16:30 講師:森 由美子（染織教室[森工房]主宰）
①の手紡ぎで出来上がった糸を使ってマフラーやショールを織ってみましょ
う。自分で紡いで織ったものは、軽くて暖かく優しい仕上がりになります。

10/13（土）
14:00～

参加費:4,000円 要申込

場所:伊丹市立工芸センター
受講料:640,000円/年
申込受付中 定員:15名

①②両方を受講する場合、
受講料:48,000円（会員38,400円）
①②どちらかを受講する場合、
受講料:24,000円 （会員19,200円）
①②いずれも材料費別途必要
②のみの参加希望は、H31.1/16（水）
に空きがあれば申込受付開始（手紡
ぎの糸を用意できる方のみ申込可）
受講料:14,000円
（会員11,200円）
材料費: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

会場:旧岡田家住宅・酒蔵
前売2,000円(当日500円増)
定員140名 全席自由
(未就学児の入場はご遠慮ください)
日本テレマン協会創設メンバーの延原武春・北山隆コンビが登場！
前売券完売の場合、当日券なし
リコーダーの魅力を再発見してみませんか？
問合せ:
[予定曲目]テレマン:リコーダー・ソナタ ハ長調、コレッリ:ラ・フォリア など
東リ いたみホール072-778-8788
会場:旧岡田家住宅・酒蔵
「伊丹郷町館ガイド ～館長によるスペシャルツアー～」
旧石橋家住宅
文化財である旧岡田家住宅・酒蔵と旧石橋家住宅を伊丹郷町館館長が解
説、ご案内します。普段は公開していない場所も見学できる貴重な機会です。 参加費無料 定員:各回20名
事前申込要（10/2（火）より申込開始）

テレマンのバロック音楽の宴 vol.26
バロック時代の花形楽器 リコーダー登場！
―明るく軽快、王侯貴族の食卓を彩る娯楽音楽の音色―

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）

10/6（土）～11/11（日） 秋季特別展「芭蕉の手紙」
厳選した芭蕉の手紙を中心に、短冊や懐紙・画賛の名品を交えて紹介しま
す。手紙から芭蕉のさまざまな表情を読み取る楽しさをぜひご堪能ください。
会期中に記念講演会「芭蕉と『撰集抄』」（10/13（土））、関連講座「芭蕉の手
紙」（10/19（金））、「芭蕉に還る」（10/28（日））がございます。（有料・要申込）
10/10（水）14:00～
俳句朗読会 芥川龍之介「枯野抄」を読む
朗読 俳優 清水 綋治氏／お話 俳人協会理事 西村 和子氏
芭蕉の死をめぐる心理ドラマ「枯野抄」の朗読をお楽しみいただけます。
10/24（水）14:00～

ねんてんの言葉談義 芭蕉の手紙と絵手紙
ゲスト 日本絵手紙協会公認講師 内藤 美穂氏
聞き手 柿衞文庫理事長 坪内 稔典

11/17（土）
～12/24（月・祝）

冬季特別展 「どうぶつ俳句の森」
私たちはさまざまな動物たちとともに生きています。俳諧・俳句を中心とする
文学作品において、それらの動物たちがどのように詠まれ描かれてきたの
か、私たちの身近な存在である動物たちにスポットをあてた展覧会です。
会期中に関連講座「生きものたちの四季」（11/28（水））、「俳句のどうぶつた
ち」（12/1（土））、記念講演会「サルから学ぶヒトの社会性」（12/16（日））がご
ざいます。（有料・要申込）

きららホール
10/8（月・祝）
①10:00～11:30
②11:00～12:00
③13:20～14:20
10/13（土）
10:00～11:00
(雨天は翌日）

一般
700円（600円）
大高生 450円（350円）
中小生 350円（250円）
（ ）内は20名以上の団体料金
要申込 (定員100名）
一般 1500円 大高生 1000円
友の会 500円
特典「芭蕉の手紙」展当日観覧券付
要申込 (定員100名）
一般 1500円 大高生 1000円
友の会 500円
特典「芭蕉の手紙」展当日観覧券付
一般
700円（600円）
大高生 450円（350円）
中小生 350円（250円）
（ ）内は20名以上の団体料金

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

体育の日のつどい「スポーツ体験会」
①自彊術 ②姿勢リセット！ほぐすサイズ
③からだ元気＆リラックス講座

家族ｄｅいもほり体験！
家族でいもほりを楽しみませんか。1家族3株掘っていただきます。
持ち物:軍手、スコップ、持ち帰り用のビニール袋、水筒、タオル
集合場所:9:50に若梅公園(荻野1丁目)

参加無料 要申込
定員:①③15名 ②10名
申込:受付中、直接来館または電話
参加費:1家族500円 定員:30組
対象:小学生以下の子どもと保護者
申込:受付中、直接来館または電話

10/21（日）
きらら秋の音楽会
14:00開演（13:30開場） 出演:伊丹市少年少女合唱団、いたみキッズハーモニー
心を合わせて歌う子どもたちの歌声をお聴きください。

無料 要整理券
整理券はきららホールにて配布中

11/11（日）
13:00～15:00

清酒発祥の地 鴻池を巡るスタンプラリー

参加費無料 定員:20組
対象:小学生以下の子どもと保護者
申込:10/14(日)～直接来館か電話

11/11（日）
13:30～15:00

高齢者いきがいづくり「いきいきシルバーのつどい」

11/16（金）
10:00～11:30

おしゃれな花あそび 「多肉植物のミニリース」

参加費:300円（お菓子付）要事前申込
定員:70名(先着順) 対象:65歳以上
申込:10/8(月・祝)～直接来館または
電話
受講料:2,100円（材料費込）
定員:15名
申込:10/12(金)～直接来館か電話

11/18（日）
11:00～16:00

がんばるママへご褒美フェスタ 保育士ママのｎｉｋｏ・ｈａｒｕイベント

11/25（日）
10:30～11:30

ぴりぴりペタペタ☆クリスマスツリー作り

生活に役立つお話しや演芸をお楽しみください。

身近な素材を使って、簡単に楽しめるリースを作ってみませんか。

入場無料

保育士ママたちによる、ママのためのイベント。癒しやハンドメイドの雑貨、子
どもたちも参加できるワークショップなどがあります。
汚れてもいい服装でご参加ください。

参加費500円 定員:20組（先着順）
対象:1～2歳の子どもと保護者
申込:11/9(金)～直接来館か電話

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 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

開催中～11/25（日）
12/1（土）～

秋のレギュラー投影 「いたみ星物語 月と昆陽乃姫」
冬のレギュラー投影 「テーマ:冬の星たち」

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
10月:星座の物語 11月:みずがめ座・うお座・おひつじ座

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
開催中～10/28（日）「ひょんたんのおつきみ」
11/3（土・祝）～「森のクリスマス」
開催中～3/10（日)

企画展「星空美術館」
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。

10/14（日）14:25～
11/11（日）14:25～

ちょこっとサイエンス
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

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

10/17（水）、10/24（水） ボランティア養成講座「100均材料でDIY」
11/7（水）、11/14（水） アイデア次第で100円均一ショップのアイテムがオリジナル作品に大変身！
10:00～12:00
DIY初心者も経験者も大歓迎です！

定員:15名（先着順） ◎
申込:受付中
費用:材料費として1回500円程度

10/19(金)14:00～16:00 市民講座「日本社会のこれからを考える」
11/6(火)10:00～12:00 過去の世界経済の変動や今後期待される技術革新により、これからの日本
11/27(火)14:00～16:00 社会がどのようになっていくかを考察します。

定員:30名（先着順） ◎
申込:受付中
費用:1,700円（全回分）

10/20（土）15:00～

定員:30～49歳の独身男女30人
（先着順） 申込:受付中
費用:800円（材料費込）

友活2018あき
出会いのきっかけは公民館！今回は豚まん作りに挑戦します。
会場:スワンホール

10/27（土）～11/4（日）
9:00～17:30
10/29(月)は休館
最終日は15:00まで
11/22（木）～25（日）

第53回伊丹市展

申込:不要
伊丹市内外から応募のあった〈洋画・日本画〉〈写真〉〈書〉〈デザイン・彫塑・工 入場無料
会場:1階ギャラリー、大集会室
芸〉の4部門の入選・入賞作品を展示します。

11/23（金・祝）
10:00～、13:30～

公民館まつり映画会「ふるさとがえり」（2011年/日本/136分）

申込:不要
作品展示や舞台発表、映画上映など、公民館グループが日々の活動成果を 入場無料
発表します。探していた'やりたいこと'が見つかるかも？！

第11回公民館まつり

定員:各回50名（先着順） ◎
助監督をやめ、生まれ故郷の「栗里町」へ帰った相田勘治は、久しぶりに再会 申込:10/16（火）10:00～受付開始
した幼なじみの仲間に強引に地元の消防団に入団させられる。20年前、亀を 費用:無料
助けた4人の子どもたちの物語と交差しながら、消防団活動にひたむきに取り
組む旧友たちの姿に勘治の心も少しずつ変わっていく…。

◎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

10/2（火）、11/6（火）
10:30～

おはなし会

場所:神津交流センター ゆうぎしつ
対象:未就園児とその保護者
申込不要／参加無料

10/14（日）10:00～

秋の宮前まつりinことば蔵「押し花しおり教室」

絵本の読み聞かせと手あそび

自分で好きな押し花を選んでオリジナルのしおりを作ります。
13:30～

「宮前まつりスーパーキッズショー」

全国的に注目を集める伊丹のスーパーキッズが集結し、特技を披露します。
10/14（日）、11/11（日） ＫＩＴＡ☆シネマ
13:30～
ＤＶＤの上映会
10/14（日） 「Kapiwとapappo アイヌの姉妹の物語」（112分 2016年 日本）
11/11（日） 「リトル・ブッダ」（141分 1993年 英国ほか）
10/27（土）14:00～
気になる本で話そう
『「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす』（佐光紀子/著）
同書を題材に参加者で意見交換し、家事のありかたについて語り合います。
10/31（水）
10:30～11:30

絵本っていいな！

11/3（土・祝）10:30～

秋の読書週間おたのしみ会

0才から幼児向けの絵本の紹介と絵本の魅力について
（一時保育あり。1才半以上1名300円。10/21（日）までに来館の上、要予約）

大型絵本のよみきかせ、パネルシアター、てあそび歌など
11/4（日）
13:00～16:00

きらら朗読大会

11/17（土）
10:30～11:30

わくわく☆どんぐりひろば

朗読の発表会
参加部門:小学1・2年生、3・4年生、5・6年生、中学生
どんぐり工作、よみきかせなど

ことば蔵ギャラリー

場所:ことば蔵1階交流フロア
定員:100名（先着）
いずれも申込不要／参加無料
場所:きららホール 2階201会議室
定員:各回50名（先着順）
申込不要／参加無料
場所:ことば蔵1階 交流フロア
申込不要／参加無料
場所:ことば蔵 1階地域交流ルーム
対象:子育て中の保護者
定員:先着30名 参加無料
申込:10/2（火）9:30より電話・来館
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:きららホール 多目的ホール
定員:各部門8名（合計32名）
10/1（月）より電話・直接来館にて受
付開始（先着順） 参加無料
場所:南分館 ぎょうじのへや
申込不要/参加無料 対象:幼児～

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)

10/9（火）～10/14（日） 第17回 絢游会 作品展
10/16（火）～10/21（日） 昆陽水彩画会展

書道

10/25（木）～10/28（日） 第55回 朱月社 選抜展
11/6（火）～11/11（日） ポプラの会 第50回記念展

書道

11/13（火）～11/18（日） 第44回 有岡彩游会 作品展
11/20（火）～11/25（日） 「たゆまぬ平和への歩み」絵本展

絵画

11/27（火）～12/2（日） タンデム 井上隆生「世界の空を飛ぶ」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。

写真

伊丹市昆虫館
開催中～11/19（月）

絵画
絵画
絵本展示

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「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

開催中～1/14（月・祝） 企画展「さいきょうのかまきり」
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
11/24（土）
～12/24（月・祝）

プチ展示「さなぎツリー」
本物のチョウのさなぎがツリーをかざります。
会場:チョウ温室

＜開館時間＞
9:30～16:30（入館は16:00まで）
＜入館料＞
大人 400円
中・高校生 200円
3歳～小学生 100円
0～2歳 無料
伊丹市内在住・在学の3歳～中学生
は無料（要証明書）

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

10/7（日）
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」

10/20（土）
18:30～20:30

オータムコンサート～オルガン・ミィィツ・ブラス

11/4（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート

11/10（土）・
11/17（土）・12/8 (土)
10:00～12:00コース
13:30～15:30コース
11/17（土）
12:15～13:00

短期陶芸教室 （各土曜日、全3回）

11/18 (日）
13:30～14:45

「童謡の広場」発表会

演奏者:ソプラノ坂本光子、フルート大西亜希子、オルガン安藤明子
曲目:大きな古時計、翼をください、秋の童謡メドレー（赤とんぼ等）
出演:金管アンサンブル、セヤナ・ブラス・アンサンブル、オルガン瀬尾千絵
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、ラスタホール、（公社）伊丹市シルバー人材センター
演奏者:フルート吉田真理子、オルガン木谷和子
曲目:赤とんぼ、ずいずいずっころばし 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

パイプオルガン・プロムナードコンサート
演奏者:オルガン橘 由美子
曲目:未定
出演者:「童謡の広場」受講生の皆さま 友情出演:ボーチ・ノービ 他
曲目:100万回生きたねこ、みんながみんな英雄、スマイル 他

ラスタホール

大人
1,200円（前売1,000円）
60歳以上 800円（当日前売共）
小・中学生 500円（当日前売共）
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
受講料:材料費として800円必要
対象:中学生以上の伊丹市民
定員:各コース30名
申込期限:10/31（水）
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
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

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

①10/5（金）
②10/26（金）
10:00～11:30

女性のためのマネーサロン 『株式投資を始めるまで準備～実践』

10/13（土）13:30
（13:00開場）

伊丹ことばあそび大会 『折句題の世界』

10/20（土）
①10:00～
②13:00～
③16:00～
11/9（金）
14:00～15:30

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

子育て中のファイナンシャルプランナーから女性目線で、実際に投資する時
に必要な知識や手順について、証券会社勤務経験を元にお話します。
①株式投資、始めるまでのステップ1.2.3.！
②株式投資を実際に行う時に必要なステップ・実践講座

要事前申込み
参加費:各回800円
株式投資初心者の女性16名

予約不要
日本人が昔から“ことば”を使ってあそんだ「ことばあそび」の楽しい世界につ 無料
いて学んでみませんか。今回のテーマは「折句題」。折句題とは和歌や俳句
の各句の頭に、特定の文字（音）を置いて詠むものです。
当日は、大阪教育大学教授 小野恭靖（おの みつやす）氏による公開講義
と、事前に公募した作品の入選作の発表および表彰をおこないます。
＜チケット発売中＞
ラスタ映画倶楽部「オードリー・ヘプバーン特集」
ｵｰﾄﾞﾘｰﾍﾌﾟﾊﾞｰﾝの不朽の名作「ﾃｨﾌｧﾆｰで朝食を」と「ｼｬﾚｰﾄﾞ」を上映します。ﾗ 前売500円（当日200円増）
ﾌﾞﾛﾏﾝｽとｻｽﾍﾟﾝｽ、ﾍﾌﾟﾊﾞｰﾝ演じる2人のﾋﾛｲﾝの魅力をお楽しみください。
上映時間:①②「ティファニーで朝食を」、③「シャレード」
300円（要事前申込み）
ラスタ歴史サロン 研究発表 「応仁の乱」を読み解く
なぜ11年間も続き、どのように終わったか、複雑で難解と言われるこの戦乱 定員:30名
企画:ラスタ歴史クラブ
を、できるだけ解り易く、読み解いてみましょう。

11/10（土）
皆でつくる歌声コンサート
14:00開演（13:30開場） みなさんが主役のコンサート。心にのこる懐かしの名曲や叙情歌、流行歌な
どを皆で歌い、楽しい時間を共有しましょう。歌を歌うことは、ストレス解消、脳
の活性化に効果あるといわれています。
11/17（土）
ラスタこども広場 「自然とあそぼう！」
13:00～16:00
自然の素材を使って色々な工作にチャレンジしよう。楽しいゲームもあります
よ。ホールの中でも思いっきり自然とあそぼう！

博物館

参加料:100円

無料
事前申込み不要
運営協力:ラスタ自然クラブ

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

10/6（土）～11/25（日） 秋季企画展｢明治期の伊丹～文明開化と人々のくらし～｣
入館無料
今年は明治改元から150年の年にあたります。本展ではこれを記念し、伊丹
の明治期の様子を多方面から探ります。文明開化の象徴である鉄道や郵便
制度の普及、代表的な産業であった酒造業の新展開、当時の伊丹の風景な
どについて、新出資料を交えて紹介します。

中心市街地関連

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

10/13（土）
10/14（日）
10:00～17:00

秋の宮前まつり

10/13（土）
10:00～19:00

第17回いたみわっしょい「伊風動々 ～来たれ舞人いざ笑舞！～」

猪名野神社やその周辺で繰り広げられる「ふとん太鼓」や、地元商店街、周辺
自治会による模擬店など、様々なイベントが行われます。
＜両日とも＞商店街・周辺自治会による模擬店・フリーマーケット
＜14日のみ＞ふとん太鼓

＜問合せ先＞
「いたみわっしょい」は、子ども達をはじめとした多世代のﾁｰﾑがまちなかをﾀﾞﾝ 伊丹まち未来㈱ 電話:072-773-8885
ｽ・踊りで盛り上げるイベントです。今年は40ﾁｰﾑ、総勢800人以上が出演！ （平日9:00～17:30）
＜会場＞
元気と笑顔あふれるいたみわっしょいへ、ぜひお越しください。
東リ いたみﾎｰﾙ・三軒寺前広場・有岡
城跡公園・伊丹酒蔵通り(ﾊﾟﾚｰﾄﾞのみ)

10/20（土）12:00～
第19回伊丹まちなかバル
終了時間は参加店によ ｢清酒発祥の地 伊丹｣が誇る中心市街地の飲食店が用意したバルメニュー
り異なる
(自慢の一品とワンドリンク)を存分に楽しめる､食べ歩き・飲み歩きのイベント｡
＜バルチケットのご案内＞
前売り3,500円（5枚綴り）、当日4,000円（5枚綴り）、800円（1枚）
チケット販売場所・参加店舗等は下記をご覧ください。
http://www.itami-machimirai.co.jp/event_bar/
10/27（土）
9:30～12:30

＜問合せ先＞
伊丹まち未来㈱ 電話:072-773-8885
（平日9:00～17:30）
＜会場＞
三軒寺前広場（総合インフォメーショ
ン）（12:00～21:00）、各参加店舗

費用:無料 定員:50名（先着順）
阪急・阪神沿線観光あるき
申込方法:10/1(月)から市まちなかに
「伊丹郷町と長寿蔵をたずねるコース」
「清酒発祥の地 伊丹」の歴史と文化あふれるまちを、ボランティアガイドと ぎわい課で電話受付

申込時の確認内容:申込代表者の氏
名・電話番号(自宅と携帯)、参加者全
員の氏名。

共にめぐりませんか。
＜所要時間＞3時間（予定） ＜距離＞約3.3km

女性・児童センター
毎日24時間
電話で随時

＜問合せ先＞
宮前まつり実行委員会（事務局：デリ
カ ロクシナ） 電話:072-770-0233
＜会場＞
宮ノ前通り、猪名野神社、みやのまち
3号館、4号館ほか

伊丹市御願塚6-1-1 火曜・祝日休館
http://www.itami-danjo.jp ℡ 072-772-1078

テレホン童話 電話で創作童話が聴けます
10月 ｢白ばらさんとはちのこ みっちゃん」 作:福田喜恵子さん
11月 ｢コッコちゃん｣ 作:稲井偉公子さん

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

10/3（水）～10/31（水） Ｇセン幼児英会話 (全5回）
15:15～16:00
歌やダンスを通して、英語となかよくなろう！
講師:高野香織さん（Kids international school講師）

受講料:2,000円 定員:20名
対象:5歳から就学前
申込:電話または直接

10/10（水）
13:30～15:00

参加費:500円 定員:25名 託児有
申込:電話または直接

女性のための法律セミナー相続・遺言
講師:武本友香子さん(ウエリタス法律事務所・兵庫県弁護士会所属）

0歳ﾍﾞﾋﾞｰのＨＡＰＰＹ子育て
10/12（金）10:00～11:30 『リンパを知ってもっとすてきに』
講師:櫛間真寿美さん（リンパセラピスト・インストラクター）
11/9（金）10:00～11:30 『ほっこりトーク』 講師:小山千里さん（助産師）
10/13（土）13:30～15:00 Ｇセンわくわくこども教室
11/11（日）10:00～15:00 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」
10/14（日）
13:30～15:30

こどもの発達障がいについて考えよう！

10/18（木）
10:00～12:00

女性が知っておくべき避難所の話

➀10/19（金）
②11/16（金）
10:00～11:30

やさしい心理学

①10/20（土）
②11/17（土）
10:30～12:00

ツインズひろば

①10/28（日）
②11/25（日）
10:00～11:00

にちようびはパパとあそぼ！

11/11（日）
10:00～15:00

登録グループ活動発表会

11/17（土）
10:30～12:00

歌声サロン なつかしい唱歌をご一緒に歌いましょう

『不登校の対応と発達障がい』
講師:鈴木隆一さん（元スクールカウンセラー・臨床心理士）
講師:斉藤容子さん（関西学院大学災害復興制度研究所・研究員)

①『「共感」は癒しの極意』アクティブリスニング
②『爽やかな自己表現』アサーション
講師:①②共に横家佳子さん(教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ･心理ｶｳﾝｾﾗｰ)
①『ツインズの会と共催で、おさがり会』
②『多胎児“あるある”座談会』（ひょうご多胎ネット 天羽千恵子さん）
①『パパ、おいしいの作って！』 講師:奥田りつ子さん
②『ダンボールであそぼ！』 講師:柴田綾子さん・岸田梨枝子さん
当センター登録団体が日頃の活動成果を発表します(展示・実技発表等)
歌唱指導:塩井眞理子さん（月曜会コーラス会指導）

参加費:500円
（全5回受講者は初回一括2,000円）
0歳ﾍﾞﾋﾞｰとその保護者10組
申込:電話または直接
参加費:無料 予約不要
対象:幼児・小学生とその保護者
参加費:無料 定員:30名
託児有、詳細はセンターまで
申込:電話または直接
参加費:無料 定員:30名（先着順）
託児有、詳細はセンターまで
申込:電話または直接
参加費:500円 定員:20名(先着順)
託児有
申込:電話または直接
無料
双子以上の子どもとその保護者
双子以上の出産予定の妊婦さん10組
参加費:500円 材料費:①のみ500円
対象:2・3歳児と男性保護者15組
申込:電話または直接
参加費:無料
雨天決行・駐車場なし
参加費:300円（ドリンク付き）
定員:50名 申込:直接、または電話

