2018-2019

12・1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。
12/8（土）
14:00～

12/15（土）
15:00～

1/10（木）
18:30～

1/19（土）
15:00～

1/23（水）
19:00～

2,000円（整理番号付入場券）
全席自由
定員:200名
一年の終わりは心暖まる音楽で、癒しのひと時を過ごしませんか…？
《ピアノソロ》チャイコフスキー：バレエ「くるみ割り人形」より「トレパーク」「こん 会場:6階中ホール
4歳未満のお子様のご入場はご遠慮く
ぺい糖の踊り」「花のワルツ」 他
ださい。
《ピアノと弦楽》シューベルト：ピアノ五重奏曲「鱒」
CHINTAIｸﾗｼｯｸ･ｽﾍﾟｼｬﾙ キエフ・バレエ－タラス・シェフチェンコ記念 S席:13,000円 A席:10,000円
B席:8,000円 C席:5,000円
ウクライナ国立バレエ－「白鳥の湖」～開館20周年記念公演～
芸術の古都キエフに君臨する名門バレエ団が、劇場付きオーケストラを伴っ 全席指定
会場:大ホール☆
て来日。古典バレエの最高傑作「白鳥の湖」を披露します！
【出演】キエフ・バレエ 【指揮】ミコラ・ジャジューラ 【管弦楽】ウクライナ国立
歌劇場管弦楽団
S席:3,500円 A席:2,500円
いたみ寄席「桂米朝一門会」
B席:2,000円
吉例、いたみ寄席「桂米朝一門会」！
（当日500円増）
2019年の初笑いは「いたみ寄席」で！演目は当日のお楽しみ！
全席指定 会場:大ホール☆
【出演】桂 ざこば、 桂 南光、 桂 米團治、 桂 米紫、 桂 佐ん吉、 桂 小鯛
開館20周年記念公演 ﾋﾟｱﾉ･ｽﾍﾟｸﾀｸﾙ！！3台6手の華麗なる饗宴！ 一般:3,500円
学生券:2,000円
豪華顔合わせによるエキサイティングなサウンドを！！
当館が所有するスタインウェイ、ベーゼンドルファー、ヤマハの3台のフルコン 全席指定
サートピアノの圧倒的なサウンドによる名曲の数々、ピアニスト達の演奏をお 会場:大ホール
5歳未満のお子様のご入場はご遠慮く
楽しみください。
ださい。
【出演】斎藤雅広、三舩優子、實川風
【予定曲目】G.ホルスト：惑星より「ジュピター」、M.ムソルグスキー：展覧会の
絵より「バーバ・ヤーガの小屋」「キエフの大門」 他
無料（申込不要）
東リ いたみホール1階エントランスホール活用事業vol.11
神戸女学院大学の音楽学部生によるフルート・アンサンブルの夕べ 全席自由
会場:1階エントランスホール
美しいフルートの音色で名曲の数々をお楽しみください。
【予定曲目】F. クーラウ:フルート三重奏曲 第2番 ト短調Op.13より第1、2楽
章、リチャード・ロジャーズ:「サウンド・オブ・ミュージック」より抜粋 他

田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズ in伊丹 vol.79
クリスマスコンサート～「鱒」&「花のワルツ」～

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。
12/10（月）
19:00～

文化サロン“話題探訪”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～」

受講料:1,500円

日本でのフラメンコは「情熱的な舞踏」というイメージが強いですが、スペイン
でのフラメンコはCante（カンテ／歌）が主流です。Baile（バイレ／踊り）を伴う
場面では、「Baile flamenco（バイレ・フラメンコ）」と表記されます。
「Flamenco」の語源を紐解きつつ、その成り立ちや「三位一体」と言われる芸
術の背景、スペインにおけるフラメンコの日常などを演奏や踊りを交えて解説
します。
講師:"Las Patata"（ラス・パタータ）／フラメンコユニット（福島美帆・上林功）
12/17（月）
14:00～

アイフォニック音楽教室「ゴスペルコンサート 2018」

1/27（日）
14:00～

伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団 名曲コンサートvol.28

出演:アイフォニック音楽教室「ゴスペル」受講生、becchi（講師）
曲目:Hark! The Herald Angels Sing、Dancing Queen、Amazing 他

【全席自由】
入場無料

【全席自由】☆
一般 1,500円
指揮:加藤完二
曲目:バッハ／「パルティータ第2番ニ短調 BWV. 1004」より「第5楽章 シャコン 高校生以下 500円
ヌ」、スメタナ／交響詩「我が祖国」より「モルダウ」、ベートーヴェン／交響曲
第7番

☆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。
12/7(金)19:30
12/8(土)14:00、
19:00(終演後ｱﾌﾀｰﾄｰｸ
あり)
12/9(日)14:00

AI･HALL自主企画 KUDAN Project『真夜中の弥次さん喜多さん』

12/14(金)19:00
12/15(土)14:00、19:00
12/16(日)14:00

AI･HALL共催公演 燐光群『サイパンの約束』

「日本演劇界の至宝」と評され、各都市で喝采を浴びてきた傑作が関西で13
年ぶりに待望の再演！ 漫画界の奇才・しりあがり寿の同名作品を原作に、
ユーモラスで不条理な“脳が溶けそうな悪夢”を鮮やかに描きます。スピー
ディかつ予想外の展開と、奇想天外な仕掛け溢れる「驚愕の二人芝居」をぜ
ひお見逃しなく。

【日時指定・自由席】
一般前売3,000円(当日3,500円)
25歳以下前売2,500円(当日3,000円)

【日時指定・自由席】
一般前売3,800円(当日4,200円)
ペア7,000円(前売のみ)
U-25（25歳以下）＆大学生以下2,500
円(要証明)
高校生以下1,500円(要証明)
12/22(土)18:30(終演後 AI･HALL自主企画 現代演劇レトロスペクティヴ
【日時指定・自由席】
ｼｱﾀｰﾄｰｸあり)
一般前売2,800円（当日3,300円）
baghdad café『野獣降臨（のけものきたりて）』
12/23(日)13:00、17:00 時代を画した現代演劇作品を、関西を中心に活躍する演劇人によって上演す 22歳以下前売1,500円（前売・当日
12/24(月・休)11:00、
る人気企画「現代演劇レトロスペクティヴ」。今年度第二弾は、野田秀樹の初 共、要証明)
15:00
期代表作『野獣降臨』に、多彩な活動を続ける劇団「baghdad café」が挑みま
す。複数の物語が交錯する重層的なストーリーと冗舌な言葉遊びの連鎖から
織り成される、疾走感溢れる舞台をお楽しみに。
社会性・実験性の高さと豊かな表現力を兼ね備え、斬新で意欲的な舞台で高
い評価を得ている燐光群が新作を上演。戦時中のサイパンで少女時代を過
ごした主人公。彼女が辿る数奇な運命を描き、戦時の苛烈さとその中で明るく
たくましく生きる人々の姿を浮かび上がらせます。実力派女優・渡辺美佐子を
客演に迎えて送る意欲作にご注目ください。

きららホール
12/4（火）
10:00～12:00

ココロ癒しのパステルアート

12/8（土）
13:30～15:00

クリスマスだよ！小学生集合

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

受講料:1,000円（材料費込）
誰でも短時間で仕上げることができる「脳もココロも元気になる」パステルアー 定員:8名(先着順） 申込:随時
トを描いてみませんか。
参加費:300円 対象:小学生
定員:10名(先着順） 申込:随時

クリスマスの工作を楽しみます。

12/9（日）
きららクリスマスコンサート・元タカラジェンヌのレビュー＆ショー
14:00開演（13:30開場） 出演:レビューショーユニット「ガイアクローチェ」
華やかな衣装に身を包み、ダンスと懐かし歌のショーをお届けします。

入場無料 要整理券
きららホールにて配布中（先着順）

12/11（火）
10:00～11:30

受講料:1,200円
定員:10名(先着順） 申込:随時

ハーブティを楽しみませんか？
数種類のハーブから、カラフルなハーブのブレンドを楽しみます。

1/13（日）
きらら演芸会
11:00開演（10:30開場） 市民の皆さんに歌や踊りを披露いただく発表会です。お楽しみ抽選会あり。
1/15（火）
くらしを彩るハーブ＆アロマ「ハーブで温活」
10:00～11:30
風邪から体を守るための温めハーブとバスボムつくりを楽しみます。
1/19（土）～3/16（土） はじめてのビッグバンド（全6回）
19:00～20:30
〈対象〉1年以上の経験者 〈持ち物〉楽器 楽器の対象はｻｯｸｽ、ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ、ﾄﾛ
ﾝﾎﾞｰﾝ、ｸﾗﾘﾈｯﾄ、ﾌﾙｰﾄなどの管楽器。楽器の種類は問いません。

入場無料

1/27（日）
10:30～11:30

みんなでおにはそと！～おにさんのまめいれバッグをつくろう～

1/28（月）
10:00～12:00

和紙ちぎり絵講座

受講料:500円（子ども1人追加につき
100円増）
対象:1,2歳の子どもとその保護者
定員:20組（先着順） 申込:1/11(金)～
受講料:2,010円（材料費込）
定員:20名（先着順）
申込:12/10(月)～

持ち物:お茶、汗拭きタオル 親子とも動きやすい服装でお越しください。

初級者:万年青 中級者:フラワーバレンタイン

美術館
開催中
～12/24（月・休）

1/12（土）～2/24（日）

受講料:1,400円 定員:10名（先着順）
申込:12/11(火)～
受講料:3,600円
定員:15名（先着順）
申込:12/1（土）～

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。
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。

collection1 ｺﾞﾔ、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
開催中～12/9（日）

場所:旧石橋家住宅1階

伊丹郷町クラフトショップ 「ギフトフェア」
お祝い事や誕生日、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。

開催中～12/24（月・休） 2018伊丹国際クラフト展 主題「酒器・酒盃台」
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）
開催中～12/19(水)

「伊丹国際クラフト展の入賞作家の作品で伊丹の日本酒を呑もう！」 場所:伊丹市内飲食店各所
各店自慢の料理で伊丹酒をおたのしみください。（有料）

12/22（土）
10:30～、14:00～

場所:伊丹市立工芸センター
今年の年末年始は、ご自分で作った錫の酒盃で日本酒はいかがですか？ご 定員:各回15名 (先着順・要予約)
参加費:3,000円
参加お待ちしています！

ワークショップ「錫の酒盃づくりに挑戦！」

12/15（土）～1/31（木） 伊丹郷町クラフトショップ 「新春・亥フェア」
場所:旧石橋家住宅1階
2019年の干支・いのししの作品や酒器、新年に新調したいお箸などを展示販
売。新年を作家の一点もので彩りませんか？
1/12（土）
～2/11（月・祝）

ITAMI Glass Collection 「 光景 」 展

場所:伊丹市立工芸センター
入場無料
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点を紹介する
展覧会。さまざまな技法によって制作されたｶﾞﾗｽ作品の数々をご紹介します。

1/16（水）受付開始

手織講座 「ホームスパン講座 手織」
後期（手織）：2/19(火)～3/1(金)、2/23（土）～25（月）を除く毎日 全8回
10:30～16:30 講師:森 由美子（森工房主宰）
自分で紡いだ糸を使ってショールやマフラーなどを織りましょう。

講座受講生募集中！

型染講座 「“型”を楽しむ」
1/8（火）～3/26（火） 火曜日 全8回 10:30～16:30
（1/15、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。

初心者大歓迎！
工芸クラブ会員
年会費:3,000円

陶芸講座 「手になじむＭＹうつわをつくろう」
1/11（金）～2/15（金） 毎週金曜日 全6回 13:30～16:00
講師:清水 一二（陶芸家）
様々な色の化粧土を施して、素敵なうつわをつくりましょう。

古楽器製作講座 「ルネサンスギターをつくろう」
1/26（土）～3/23（土） 土曜日 全8回 12:00～16:00 （2/23は休講）
講師:佐野 健二（ギター・リュート奏者）
製作を通して、ルネサンス音楽の楽しさを体験してください。

木口木版画講座 「英国生まれの木版画」
1/27（日）～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。
4月初旬開講
原則火曜日～金曜日
（土曜日は自習日）

受講料:24,000円（会員19,200円）
材料費10,000円
工具代別途必要
受講料:16,000円（会員12,800円）
その他材料費別途必要

受講料:640,000円/年
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。

博物館
1/8（火）～3/3（日）

受講料:12,000円（会員9,600円）
その他土代・焼成代別途必要

伊丹ジュエリーカレッジ 第20期生募集中！

伊丹郷町館
通年

受講料:24,000円（会員19,200円）
糸代等別途必要
若干名募集
手紡ぎの糸を用意出来る方限定
受講料:24,000円（会員19,200円）
材料費 3,000円

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

冬季企画展 第43回学習参考展「むかしのくらし」
昭和期を中心とした人々の暮らしの身近にあった懐かしい電化製品や農具な
どを、さまざまなテーマに分けて展示しています。
また、今では珍しくなった黒電話などの実物を触って動かせる体験コーナーも
あります。(本企画展開催中は午前9時開館)

入館無料

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）
開催中
～12/24（月・休）

一 般 700円（600円）
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 大高生 450円（350円）
中小生 350円（250円）
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
（）内は20名以上の団体料金
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、12/16（日）に記念講演会「サルから学ぶヒトの社会性」、12/1（土）に
関連講座「俳句のどうぶつたち」がございます。（有料・要申込）

冬季特別展 「どうぶつ俳句の森」

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

12/7（金）
13:30～

要申込 要資料代

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。

12/15（土）、1/19（土）
10:30～

○男の句会コース

1/22（火）
13:30～

○鑑賞コース 直筆で楽しむ－花鳥風月・春

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30名）
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。
1/26（土）
要申込 （定員50名）
○講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む
10:30～
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。
①12/9（日）
要申込
俳句ラボ
②1/13（日）、2/10（日） 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。
一 般 1ターム 1,000円
14:00～
大学生 1ターム 500円
講師 ①杉田菜穂氏 ②藤田亜未氏
（①タームの1回目は既に終了。2回目の12/9（日）は1,000円で単独受講可） 高校生以下無料
1/12（土）～2/24（日） 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」
一
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（ 80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 50円（ 40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。

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

12/16（日）
14:00開演
（13:30開場）

ITAMIアーベントコンサートVol.91＜クリスマスによせて＞

12/22（土）
14:00開演
（13:45開場）

ラスタクリスマスコンサート

①1/23（水）
②2/20（水）
③3/20（水）
14:00～15:30
1/24（木）
10:30～12:00

海外紀行～ミャンマー・ベトナム・中国

1/26（土）
10:00～、14:00～、
18:00～

ソプラノ、ヴァイオリン、ピアノ、シンセオルガンが奏でる、クリスマスやクラシッ
クの名曲をお届けいたします。トルコ行進曲、スペイン舞曲、ツィゴイネルワイ
ゼン、口づけ、夢やぶれて、踊り明かそう、花嫁人形、ザ スクリーンミュー
ジック、アヴェ・マリア、オー ホーリーナイト 他。

＜チケット発売中＞
一般:前売1,600円（当日2,000円）
高校生以下・60歳以上・障がい者:
前売1,200円（当日1,600円）
ソフトドリンクのサービス付
入場無料、予約不要

ラスタホールで活動する講座受講生や同好会の皆さまが主役となって演奏す
る管楽器やギターアンサンブルのコンサートをお楽しみください。
海外旅行での貴重な体験を、写真を交えてお話します。
①ミャンマー・タイ わが心のふるさと ②ベトナム・今むかし
③中国・古代遺跡 おどろきの旅

当日直接来館
参加費:無料
定員40名 （先着順）

要事前申込み
江戸時代を舞台にした、天涯孤独の少女・澪が困難を乗り越え、一流の料理 参加費:無料
人へ成長する姿を描いた、高田郁の人気時代小説シリーズ「みをつくし料理 定員15名 (先着順）
帖」について、皆さんと共に語り合いませんか。この小説の見どころや作者の
紹介、江戸時代を舞台にした小説の紹介など、図書館司書のお話もお楽しみ
ください。シリーズを完読した方も、テレビドラマは見たけれどまだ読んだこと
が無い方も、どなたでもお気軽にご参加ください。
＜チケット発売中＞
ラスタ映画倶楽部 「モリのいる場所」
30年間、家の外へ出ることなく、ひたすら庭に生きる虫やネコ、草木などを描 一般:前売800円（当日1,000円）
き続けた画家・熊谷守一のエピソードをもとに、現在の日本映画を牽引する沖 高校生以下・60歳以上・障がい者:
田修一監督が、どこか懐かしくあたたかなオリジナルストーリーを紡ぎました。 前売600円（当日800円）
日本を代表する二大名優、山崎努と樹木希林が演じる画家夫婦の温かくかけ 毎回入替制
がえのない人間ドラマをご覧ください。

大人のブックトーク 「みをつくし料理帖」を味わう

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）
＜観覧料＞
大人
400円
中・高校生 200円
小学生以下 100円

平日（冬休み）:12/27（木）、12/28（金）、1/4（金）、1/7（月）
12/1（土）～3/10（日） プラネタリウム レギュラー投影「星空のダイヤモンド」
ひょんたん・へちまんと一緒に、冬の星たちを探そう！
毎週土曜日
プラネタリウム トワイライト投影
16:15～
音楽とメガスターの星空に包まれる、癒しの時間
12月:クリスマスの星空 1月:おうし座・ふたご座・かに座
毎週日曜・祝日
10:00～

プラネタリウム ちびっこ投影

開催中～3/10（日)

企画展「星空美術館」

ココロンカード持参の児童は
観覧料無料

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
12月「森のクリスマス」 1～3月「星空どうぶつえん」
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。

12/1（土）～2/24（日）

ウィンターイルミネーション「光のギャラリー」
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。

12/9（日)14:25～
1/13（日)14:25～

ちょこっとサイエンス

2/9（土）18:30～

星空コンサート「響け！ちめいどの応援歌 星空の海へ5」

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

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
12/16（日）9:00～17:15 クリスマス★フェスタ
特別ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑや工作･ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄでｸﾘｽﾏｽを楽しもう。ひょんたんも登場！
本市出身の「ちめいど」が、心・想いをテーマに届けます。
2/23（土）18:30～

星空コンサート「伊丹プラネタリウム in JAZZ」
「井上歓喜＆西垣ドラミ♪ＤＵＯ」が奏でるジャズ・ナンバー。

公民館

いずれも1名につき500円
定員:各150名（先着）要申込。
電話・来館にて12/5（水）10:00から申
込開始。定員になり次第、受付終了。

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

【女性】
12/8（土）13:00～14:30
12/15（土）13:00～14:30
12/22（土）15:00～17:00
【男性】
12/8（土）15:30～17:00
12/15（土）15:30～17:00
12/22（土）15:00～17:00
12/8（土）、12/15（土）
13:30～15:00

友活2018（特別編）「婚活！心のウォーミングアップ」

12/14（金）、1/18（金）
10:00～12:00

「親学サロン 私の子育てこれで委員？会」

婚活のために身につけておきたい知恵・コツや、婚活を100％楽しみながら自
分の未来のパートナーを見つける方法等を学びます。
12/8（土）、12/15（土）は男女で内容が異なります。
12/8（土）の女性参加者は大きめの手鏡をご持参ください。

会場:
12/8（土）、12/15（土）はことば蔵
12/22（土）は伊丹シティホテル2階
定員:30～49歳の独身男女各20名（先
着順）
申込:受付中
費用:5,000円（全回分）

定員:30名（先着順）
日本の近代化の基となった明治維新。維新は、それが単なる政治革命だけで 申込:受付中 ◎
なく、人々の意識や価値観を大きく変えたといわれています。明治維新とは何 費用:1,000円（全回分）
だったのか、あらためて考える機会とします。
12/8（土）15:00～16:30 「第21回カエボン部～交流ひろば～」
会場:イタリアンレストラン アントン
定員:15名（先着順）
テーマ「大人のためのクリスマスが楽しみになる絵本」
自身がオススメしたい本を持ち寄って、イタリアンレストランでお茶を飲みなが 申込:受付中
費用:1,000円（ﾊﾟﾌｪ＆ｺｰﾋｰor紅茶）
ら、みんなで紹介し合いましょう。
12/12（水）
申込:不要
「ロビーコンサート～クリスマスコンサート～」
12:15～12:45
ウミネコ楽団をゲストに招き、クリスマスにちなんだ楽曲の演奏を楽しみます。 費用:無料

12/19（水）
①10:30～、②13:30～

「明治維新を読みなおす」～何がどう変わったのか～

定員:30名（先着順、1/18（金）は20
12月は「弁護士さんに聞く！憲法・法律・政治・選挙…私たちの生活、子育て 名） 申込:受付中 ◎
との関係は？」、1月は「伊丹在住デコロールずし作家直伝！子どもが喜ぶ！ 費用:お茶代50円/回（1/18（金）は材
料代として別途1,400円が必要）
デコ巻き寿司つくり」について学びます。
公民館映画サロン「懐かしのクラシック映画 ヴィヴィアン・リー特集」 定員:各150名（先着順） 申込:不要 ◎
費用:1作品500円（中学生以上）
①は「哀愁」、②は「風と共に去りぬ」を上映します。

◎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。

図書館
12/3（月）15:30～

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

場所:きららホール 2階201会議室
対象:なし 申込不要/参加無料

絵本のとびら
大型絵本や紙芝居

12/4(火）10:30～

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

おはなし会
絵本の読み聞かせと手あそび

12/7(金）13:30～14:15

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

おとなが愉しむおはなし会
大人向けの絵本の読み聞かせ

12/8（土）10:30～

クリスマスのおはなし会＆ツリーにかざりつけしよう！
クリスマスのおはなしを楽しんだ後は、みんなでツリーに飾りつけをします。

12/15（土）
10:30～11:30

クリスマスのわくわく☆えほんひろば

12/22（土）
9:30～18:00

サンタのおたのしみ袋

12/22(土）13:30～

クリスマス上映会

クリスマスの工作教室と、ほうかご図書館くらぶによる読み聞かせ

中身の見えない袋に入った本を貸し出すクリスマスイベント
ヒントを頼りにお好きな1袋をお選びください（無くなり次第終了）

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:南分館 ぎょうじのへや
定員:先着20名程度
対象:幼児～(未就学児は保護者同伴)
申込不要/参加無料
場所:ことば蔵
定員:70名 申込不要/参加無料
対象:図書館利用券登録者

場所:きららホール 2階201会議室
対象:児童と保護者
定員: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
市高書道部の「書初め教室」
市立伊丹高校書道部員が書き初めをお手伝い。今年の抱負などを自由に書 対象・定員:なし
申込不要/参加無料
いて、ことば蔵に展示します。
「くるみ割り人形」（80分 2014年 日本）

1/12（土）13:30～

1/13（日）14:00～

場所:ことば蔵 1階交流フロア
三味線に合わせた「肥後ちょんかけごま（熊本市無形民俗文化財）」の実演や 対象・定員:なし
申込不要/参加無料
大小様々な形のコマの回し方を名人・三木一仁さんに教えてもらいます。

こま名人の「こま回し教室」

ことば蔵ギャラリー
12/4（火）～12/9（日）

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)

平成30年度 人権ポスター・啓発標語作品展

ポスター・パネル展示

※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。

伊丹市昆虫館

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

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
開催中～12/24(月・休） プチ展示「さなぎツリー」
金色に輝くｵｵｺﾞﾏﾀﾞﾗのさなぎなど、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
1/2（水）
～1/14(月・祝）

プチ展示「チョウ温室のラン」

1/16（水）～4/8(月）

企画展「伊丹の自然」

お正月恒例企画。20品種200株以上のランが咲き誇ります。
会場:チョウ温室
伊丹市の生物多様性についてわかりやすく紹介します。
会場:特別展示室 他

＜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）

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
12/2（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「クリスマスに思いを馳せて」 入場料無料、定員120名（当日先着
演奏者:ユーフォニアム安岡やよい、オルガン田坂千禎
曲目:冬～『四季』～、ホワイト・クリスマス

順）
全席自由 会場:多目的ホール

12/15（土）
18:30～20:30

クリスマスコンサート 「星きらめく夜に」

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

1/6（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「新春の光に包まれて」

1/19（土）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート 「新しい年を迎えて」

出演:ヴァイオリン松田淳一、チェロ後藤敏子、オルガン木谷和子
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:オルガン神原のり子
曲目:ピエスドルグBWV572、コラール第2番ロ短調
演奏者:オルガン大代 恵
曲目:古い年は行く J.S.バッハ 喝采 J.ラングレ

入場料無料、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

中心市街地関連
12/2(日)
9:00～日没まで

入場料無料、定員120名（当日先着
順）
全席自由 会場:多目的ホール

＜会場＞ 三軒寺前広場
伊丹市内の雑貨屋さん、洋服屋さんたちが選んだかわいくてお洒落な手作り ＜問合せ先＞ 伊丹まち未来（株）
電話:072-773-8885
雑貨やクリスマスグッズなどの販売を行います。
（平日9:00～17:30）
クリスマスのお料理、ホットワインなどもお楽しみください。

第7回伊丹クリスマスマーケット

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

12/5（水）
10:00～11:30

金子みすゞさんの生き方と詩の朗読会

12/9（日）
13:30～15:30

楽しいお天気教室～雪の結晶を作ろう！～

①12/14(金）
10:00～11:30
②1/11(金）
10:00～11:30

0歳ベビーのHAPPY子育て

12/15（土）
10:30～12:00

歌声サロン

①12/15(土）
②1/18（金）
10:30～12:00

ツインズひろば

12/15（土）
14:00～15:30

Gセン クリスマス・ファミリープレゼント

12/16（日）
11:00～11:30

Ｇセンかみしばいの日

1/5（土）
10:00～11:30

新春あそびラリー

1/26（土）
10:30～12:00

おにめんづくりと豆まき

1/27(日）
10:00～11:30

にちようびはパパとあそぼ！

12月 ｢かいだん のぼるよ」 作:広川はる子さん
1月 ｢ようこそパンの国 マジョリカ島へ｣ 作:中村チヨ子さん
講師:【解説】渡辺 美左子さん

【朗読】田中 晴子さん

講師:寺野 健治氏（日本気象予報士会 関西支部）

①『ゆったりオカリナコンサート』『だんじょきょうどうさんかく』ってなに？
講師:オカリナアンサンブル・フィオリーナ
②『ヨガタイム』 講師:川崎 かおりさん（ヨガインストラクター）
様々なジャンルの曲を一緒に歌います
講師:塩井 眞理子さん(月曜会コーラス指導）
①『お楽しみ♪クリスマス会』 ゲスト:げきだんＧ
②『親子自由遊び、フリートーク』
人形劇団 「おまけのおまけ」 による人形劇、サンタからのプレゼント
語り手:紙芝居サークル「いろは」
正月遊びを一緒に楽しみませんか？
節分の由来を知り、鬼面を作り、豆まきを楽しみます

『バルーンアート体験』 講師:遊夢子先生

通信料のみ
おはなし
電話番号 773－0874
http://www.itami-danjo.jp
参加費:500円 託児あり
対象:ﾃｰﾏに関心のある方20名
申込:電話又は直接センターへ
参加費:600円
対象:小学3年生～中学3年生25名
申込:電話又は直接センターへ
参加費:1回500円
対象:0歳ﾍﾞﾋﾞｰとその保護者10組
申込:電話又は直接センターへ
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:電話又は直接センターへ
参加費:無料
対象:双子以上の親子(3歳児まで）・双
子以上の多胎児を出産予定の10組
参加費:1人200円 定員:80名
申込:電話又は直接センターへ
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 申込不要
対象:幼児・小学生とその保護者
参加費:子ども1人100円
対象:幼児・小学生とその保護者40名
申込:電話又は直接センターへ
参加費:1回500円
対象:2・3歳児と男性保護者15組
申込:電話又は直接

平成３０年度年末年始休館日

12月
26
(水)

東リ いたみホール、アイホール、
工芸センター、伊丹郷町館、
公民館、博物館、青少年センター
図書館本館「ことば蔵」
ことば蔵ギャラリー
女性･児童センター
ラスタホール・図書館南分館
図書館西分室、図書館神津分館
伊丹アイフォニックホール
きららホール・図書館北分館、
こども文化科学館
美術館
柿衞文庫
サンシティホール
昆虫館

27
(木)

28
(金)

29
(土）

1月
30
(日）

31
(月）

1
(火)

2
（水)

3
(木)

4
(金)

△

＊

＊

＊

工芸センター：12/26（水）～28（金）及び1/4（金）～1/11（金）は展示入替期間。
美術館:12/26(水)～28(金)・1/4(金)～11(金)は展示入替期間のため休館｡
△青少年センターは28日(金)は12:00で業務を終了します。
＊柿衞文庫展示は行いません（図書閲覧など可）

＊

は休館日です

