2020

8・9月カルチャーインフォメーション
【注意】新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が中止または
延期となる可能性があります。また本紙に掲載されているイベント以
外についても開催予定が変更になる場合があります。詳細は各施設に
お問合せいただくか、主催者ホームページなどで最新情報をご確認く
ださい。
ご来場の際はマスクをご着用ください。発熱や咳・咽頭痛などの症状
がある場合は、来場をご遠慮いただきますようお願いいたします。
「三密」を避けるため、屋内の収容定員は1/2以下となっておりま
す。混雑時には入場を制限する場合がありますのでご了承ください。
（本紙に掲載されている事業は、7月22日時点での情報です。）

東リ いたみホール

伊丹市宮ノ前1-1-3 火曜休館（祝日の場合翌平日休館）
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。
8/15（土）15:00
8/16（日）11:00

令和2年度兵庫県立ピッコロ劇団ファミリー劇場
『とっととといてよ！ シャーロック・ホームズ』

会場:大ホール
一般:2,500円 高校生以下:1,500円
兵庫県立ピッコロ劇団ファミリー劇場を伊丹で初開催。犬の探偵「ホームズ」と セット券(一般＋高校生以下):3,500円
全席指定
仲間の動物たちが繰り広げる、大人も子どもも楽しめる音楽劇です。
【音声ガイド付き公演:8/16（日）】視覚に障がいのある人に専用機器を貸し出 3歳以上有料。3歳未満でもお席が必
要な場合は有料。
し、舞台上の風景や登場人物の動き、表情などを音声で解説します。

8/23（日）
11:30、15:30

夏休み！よしもとお笑いライブinいたみ2020

会場:大ホール
4,000円（当日500円増）
人気芸人の漫才をお楽しみください。
出演:中川家、ダイアン、ウーマンラッシュアワー、スーパーマラドーナ、スマイ 全席指定
5歳未満かつ身長110cm未満のお子
ル、学天即、アキナ、さや香（出演者は急遽変更する場合があります）
様は膝上鑑賞の場合無料。
会場:大会議室
海外紀行～「アメリカ・グランドキャニオン＆ルート66」
海外旅行での貴重な体験を、写真・動画を交えお話しします。学生時代にテ 定員:20名（先着順）
キストで、アメリカの小説家が書いた“怒りのぶどう”を読んで、一度は訪れた 参加費:無料
要申込（ラスタホールへ電話:072かったルート66とグランドキャニオンの話をします。
781-8877）
企画:ラスタ海外クラブ（海外事情やエピソードなどを話す講座を企画）
会場:多目的ホール
桂米朝一門 いたみ寄席
大ホールの公演とは異なり、臨場感を感じられる寄席。虫の鳴く音とともに落 定員:50名
2,000円（当日200円増）
語を楽しむ一夜にしませんか？
全席自由（整理番号付きチケット）
【出演】桂米團治、桂紅雀、桂しん吉、桂そうば、桂鞠輔

9/9（水）
14:00～15:30

9/18（金）
18:30
☆

☆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。

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。
9/11（金）19:30
9/12（土）15:30、19:30
9/13（日）11:30、15:30

AI・HALL提携公演 劇団太陽族『囚われし女たち』

9/25（金）19:30
9/26（土）14:00、18:00
9/27（日）13:00、17:00

AI・HALL提携公演 虚空旅団『春はやて』

山代巴（ともえ）の自伝的小説『囚われの女たち』を題材とした、劇団太陽族の
新作を上演。戦時下の広島「三次女囚刑務所」を舞台に、投獄された女たち
の日々を描きます。女たちはなぜ罪を犯さざるをえなかったのか。なぜ時代の
波にのまれていくしかなかったのか。女性の視線から貧困や差別、戦争、病
気などさまざまな問題をあぶりだします。

【日時指定・自由席】
一般前売3,300円（当日3,600円）
U-22前売（当日要証明書）2,000円（当
日2,300円）
ペア割引5,600円（前売・劇団予約の
み）

【日時指定・自由席】
脱サラして自分の店を持とうとしている達也は、友人の依頼で屋上カフェの出 一般（前売・当日）3,300円
店を検討している。達也の恋人・美咲は、優柔不断な彼との将来に不安を感 土日夜割引3,000円
じ、建築家やスタッフを紹介するが、なかなか話は進まない。そんなある日、 オンライン割2,000円（配信チケット）
達也の前に見知らぬ少女が現れ、「私はあなたの娘です」と告げるのだった
…。関西の実力派劇作家・高橋恵の新作をお見逃しなく。

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。
9/5（土）
14:00

ベートーヴェン生誕250周年記念
田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズin伊丹 vol.86
田尻洋一のベートーヴェン

会場:メインホール
一般:3,000円
学生（小学生以上）・シルバー（60歳以
上）・子ども（4歳以上）:1,500円
【予定曲目】＜オール・ベートーヴェン・プログラム＞
「ネル・コル・ピウ」の主題による変奏曲、ピアノソナタ第8番「悲愴」、ピアノソナ 全席自由
タ第23番「熱情」、「エグモント」序曲（田尻編）、ピアノソナタ第32番

9/28（月）
19:00

文化サロン“話題探訪” トーク＆コンサート
「木を打つ～ 木から生まれた打楽器たち」

定員:24名
参加費:1,500円

講師:安永早絵子さん（ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 打楽器奏者）
マリンバを始め、カホン、ウッドブロック、ログドラムなど、世界各地の木製打
楽器の音色とそこから生まれる多種多様な音楽をお楽しみいただきます。実
際に楽器に触れてみるコーナーもございます！
9/26、10/3、10/31
11/7、11/21、11/28の
土曜（全6回）
14:00～15:30
日程変更の可能性有

定員:15名（最小催行人数7名）
16世紀に親しまれ、日常の喜怒哀楽を表現していたルネサンスギターは、簡 参加費:12,000円
素な楽器として庶民はもちろん王侯貴族にも愛され、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、ルネサンス音楽の楽しさに触れ
てみませんか？
講師:佐野健二さん（リュート・ギター奏者、EMC主宰、相愛大学非常勤講師）
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。またはウクレレやギターをお持ちの方。楽器のレンタルはありません。ル
ネサンスギター用に調弦して演奏します。

音楽ホールでルネサンスギターを奏でよう！

美術館、工芸センター、伊丹郷町館、柿衞文庫は、大規模改修工事のため、2020年9月1日から
2022年3月末まで休館いたします。会場をお間違えのないようご確認ください。

柿衞文庫（かきもりぶんこ）
8/8（土）～8/30（日）

8/19（水）、9/19（土）

9/4（金）
13:30

9/13（日）
14:30

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

一・高般 200円
大・高生 100円
柿衞文庫の所蔵品は、江戸時代の庶民の文芸であった俳諧資料が中心で
す。これらは俳文学者である岡田利兵衞（柿衞）氏が研究のために収集したも 中・小生 050円
のですが、中には美術的にも優れた作品が多く含まれています。今回は、そ
の代表として西鶴・鬼貫・芭蕉らの作品をご紹介します。
投句無料
伊丹一句（19）の日
投句方法、投句先等詳細はお問い合
毎月19日に一句詠みませんか？形式にこだわらず自由な句で結構ですの
わせください。
で、気軽に投句してください。
選者:柿衞文庫理事長 坪内 稔典ほか

小企画展 柿衞文庫の美

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
講師:柿衞文庫理事長 坪内 稔典
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様々な
角度から明らかにしていきます。

俳句ラボ
講師:杉田菜穂氏
中学生以上49歳以下で俳句に興味がある方ならどなたでもご参加いただける
講座です。俳句の作り方や鑑賞方法など、わかりやすく楽しく教授します。ぜ
ひお気軽にご参加ください。

9/19～1/16の第3土
こどもくずし字教室
曜、12/26（土）の全6回 明治時代までの本や手紙に使われていたくずし字。くずし字の規則をおぼえ
10:30
ると、江戸時代までの本などが読めるようになります。小中学生のみなさん、く
ずし字博士になりませんか。
講師:柿衞文庫理事長 坪内 稔典、柿衞文庫応援隊「柿の会」会員
9/19～1/16の第3土
こども俳句教室
曜、12/26（土）の全6回 俳句のきまりや季語等、俳句の基本事項を学びながら、俳句の実作を行いま
13:30
す。講座では、郷土伊丹の俳人上島鬼貫や松尾芭蕉の俳句を詠んだり、句
会も行います。
講師:柿衞文庫理事長 坪内 稔典、柿衞文庫応援隊「柿の会」会員
9/26（土）
10:30

講読コース 芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む
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
を読み解きます。
講師:神戸大学名誉教授 堀 信夫氏

会場:アイホール3階カルチャールーム
B
定員:20名（要申込）
要資料代等1回500円
会場:アイホール3階カルチャールーム
B
定員:20名（要申込）
一般1,000円、大学生500円、高校生
以下無料
会場:図書館ことば蔵地下1階多目的
室1
対象・定員:小・中学生20名（要申込、
保護者同伴可）
参加費:無料（要資料代1回100円程
度）
会場:図書館ことば蔵地下1階多目的
室1
対象・定員:小・中学生20名（要申込、
保護者同伴可）
参加費:無料（要資料代1回100円程
度）
会場:アイホール3階カルチャールーム
B
定員:20名（要申込）
一
般 1回 2,000円
友の会会員 1回 1,200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）
https://www.artmuseum-itami.jp/
℡ 072-772-7447

美術館

2020年8月に開催を予定していた「ピーター・シス展」は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。

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）
https://mac-itami.com
℡ 072-772-5557

工芸センター

開催中～8/10（月・祝） Assemble（アセンブル）-集積する技法と身体－
技法と身体性をテーマに、現在活躍する若手作家5名の作品を紹介します。
8/1（土）14:00
ワークショップ「シールで作ろう！オリジナルカップ！」
（1～2時間程度）
陶芸用上絵転写紙を使って、オリジナルカップを作ります。

入場無料

8/9 （日）13:30
（2～3時間程度）

対象・定員:小学生以上10名
小学1.2年生は要保護者同伴
参加費:1,000円 要申込

ワークショップ「疫病退散！アマビエやオリジナルの妖怪を刺繍して
みよう」
ご自宅に眠っているハギレなどを使って、オリジナルの疫病退散妖怪を刺繍
してみましょう。

開催中～8/16（日）

伊丹郷町クラフトショップ「ガラス・風鈴フェア」

対象・定員:小学生以上10名
小学1・2年生は要保護者同伴
参加費:2,000円（材料費込） 要申込

会場:旧石橋家住宅1階

涼感を呼ぶグラスや、涼しげな音色の風鈴で暑い夏を快適に！
8/22（土）～8/30（日）
8/30は17:00まで

伊丹工芸クラブ会員展「2020伊丹クラフトフェア」

入場無料
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 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。

8/22（土）～8/30（日）

伊丹郷町クラフトショップ「大感謝セール」

会場:旧石橋家住宅1階

大規模改修工事による長期休館前にセールを開催します。一般の方は2割
引、工芸クラブ会員は3割引です（一部除外品あり）。皆さまのご来店をお待ち
しております。
8/28（金）～8/30（日）
初日は13:00から
8/30は16:30まで

「家具工房 榎栞 木の家具展」

講座受講生募集中！
初心者大歓迎！

まゆの糸とりと糸染め「ビワの葉コース」

工芸クラブ会員
年会費:3,000円

入場無料

無垢材で制作したオリジナル家具・小物を展示。
参加費:6,000円（会員4,800円）
材料費:染料代250円、その他糸代・ま
まゆの糸とり8/8（土）、糸染め8/29（土）の10:30～16:30
ゆ代別途必要
講師:やまこしかずよさん（染織作家）
1日目は、まゆからの糸とりを体験し、2日目には自らとった貴重な糸や市販の
絹糸を、身近な植物から抽出した染料で染色してみましょう。

公民館

伊丹市昆陽池2-1（スワンホール内） 第1・第3月曜休館
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/KOMINKAN/index.html
℡ 072-784-8000

8/5（水）～8/15（土）
9:30～17:00（受付は
16:00まで）

昆陽池探検！謎解きゲーム

対象:幼児とその保護者、小学生
中央公民館（スワンホール）や周辺施設を巡って謎解きゲームに挑戦しよう！ 参加費:無料 申込不要
直接公民館窓口(スワンホール1階)へ
クリアできた人にはプレゼントがあるよ！（先着順）

8/8（土）～8/10（月・
祝）
9:00～17:30（8/10は
15:00まで）
8/10（月・祝）
13:00～14:00

公民館 夏の平和事業 堂畝紘子（どううねひろこ）写真展
「生きて、繋いで―被爆三世の家族写真―」

参加費:無料
申込不要、直接会場へ

被爆者から被爆三世（四世）までの家族写真とそれぞれの家族で継承されて
いる被爆体験のパネル展示。
定員:20名 参加費:無料
写真家・堂畝さんの活動から「記憶をどう受け止め、継承するのか」を共に考 要申込
えます。

公民館 夏の平和事業 堂畝紘子（どううねひろこ）トークショー

きららホール
9/11（金）
10:00

おしゃれな花あそび

9/15（火）
10:00

ココロ癒しのパステルアート

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

「プリザーブド紫陽花の秋色リース」作りを楽しみます。

定員:10名（先着順）
参加費:2,600円（材料費込み）
要申込

定員:8名（先着順）
今回のテーマは「ハッピー ハロウィン」。パステルの粉で、コットンを使って描く 参加費:1,000円（材料費込み）
ことで、味のある絵を短時間で仕上げることができます。「脳もココロも元気に 申込:8/15（土）から電話又は来館
なる」パステルアートを描いてみませんか。

博物館
開催中～9/13（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
入場無料

夏季企画展「いざ、伊丹城（有岡城）へ！」
伊丹城（有岡城）跡はこれまでに400回以上の発掘調査を行ってきました。本
展では、本年3月に発刊した『伊丹市立博物館史料集13 伊丹城（有岡城）跡
－主郭部の発掘調査を中心として－』にて初めて報告された、有岡城跡第
31・85・263次調査の概要を紹介するとともに、その際に発見された遺物類を
展示します。また、荒木村重に関係する資料もあわせて展示します。

中心市街地関連
8/23（日）、9/13（日）
8:00～11:00

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

会場:三軒寺前広場
「色々な世代が楽しく集まる場」づくりを目指したマルシェイベント。和洋中の 問合せ先:伊丹まち未来(株)
美味しい朝ご飯やお花や野菜、アクセサリー雑貨がいっぱい！ミュージシャン 電話:072-773-8889（平日9:00～
17:30）
のライブもあります。
事前申込不要
雨天中止（原則、前日判断。ただし、
当日雨が降った場合も中止。）

イタミ朝マルシェ～「おはよう！」からはじまる朝マルシェ～

サンシティホール
10/1～12/3の木曜
全8回
13:30～15:30

短期木彫教室

10/3、10/10、10/31の
全土曜
10:00～12:00
13:30～15:30
10/4～11/8の日曜
全6回
13:30～16:00

短期陶芸10月教室

伊丹市中野西1-148-1 火曜休館
http://bcaweb.bai.ne.jp/~aij90701/
℡ 072-783-2350

8回（8日間）のコースで、丸盆（網代彫り）を1個作成（彫刻刀はお貸ししま
す）。
3回（3日間）コース、1・2回目で作陶し、3回目に絵付け・釉薬を行います。午
前の部・午後の部に分けて開催。

やさしい囲碁教室
基本的なルールから実践まで全部やさしく教えます。初心者大歓迎。

こども文化科学館

会場:1階木彫室
対象・定員:18歳以上の市民15名
参加費:材料費2,500円
申込:9/20（日）まで
会場:1階陶芸室
対象・定員:中学生以上の市民各15名
参加費:材料費1,000円
申込:9/24（木）まで
会場:2階講座室
対象・定員:小学生以上の市民20名
参加費:無料
申込:9/23（水）まで

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」による星空空間を体感！

＜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

定員:各回50名
開催中～8/30（日）
9/5（土）～11/29（日）

ココロンカード提示の児童・生徒は
観覧料無料

プラネタリウム 夏のレギュラー投影「夏の星空スペシャル」
プラネタリウム 秋のレギュラー投影「テーマ:開館30周年企画」
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
16:15

プラネタリウム トワイライト投影

夕方のひととき、解説員が今夜の星空をご案内します。
毎週日曜・祝日
プラネタリウム ちびっこ投影
10:00
ちびっこ連れの家族が星と物語で楽しむ時間。プラネタリウムデビューに！
（8月中は土曜・平日も） 投影中～8/30（日）「ほしぞら すいぞくかん」
9/6（日）～9/27（日）「お月さまのおはなし」
8/9（日）、9/13（日）
ちょこっとサイエンス
14:25
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
開催中～8/30（日）
夏の企画展「わくわく＆ドキドキ！科学おもちゃ」
手作りの科学おもちゃで遊んで、科学のふしぎに迫ってみよう！
9/5（土）～3/7（日）
企画展「錯覚＆開館30周年記念展示」
人間の目の能力、脳の判断力を利用した「錯覚」を、体験しよう！

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。

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）
https://www.itakon.com
℡ 072-785-3582

伊丹市昆虫館
開催中～9/28（月）

＜開館時間＞
9:30～16:30（入館は16:00まで）

プチ展示「いもむし・けむしpart2」
ぷにぷにともふもふの魅力を紹介します。
会場:2階学習室

開催中～10/5（月）

プチ展示「昆虫採集と標本作製道具」
採集と標本作りをたのしむための道具と使い方を紹介します。
会場:1階

開催中～10/26（月）

プチ展示「むしのうんここれくしょん」
伊丹市昆虫館限定！約250種のむしのうんこを紹介。
会場:2階第2展示室

女性・児童センター

＜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
市内在住・在学の3歳～中学生は無
料（要証明書）

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

8/2（日）
①10:00～11:00
②11:15～12:15

Gセン夏休み特別体験「チアにチャレンジ」

8/7（金）、8/8（土）
8/9（日）
13:30～14:30

こども将棋教室～入門編～

8/9（日）
13:30、15:00

2020年夏の平和事業「平和アニメ上映会」

8月「青色あみ目のスリッパさん」 廣川 萬里さん 作
9月「ゴリラのゴリゴリジム」 稲井 偉公子さん 作
講師:松本 亜子香さん

通信料のみ
おはなし
電話番号 773－0874
http://www.itami-danjo.jp
対象・定員:①5歳以上の未就学児12
名 ②小学生12名
参加費:100円 要申込
対象・定員:小学生12名
参加費:3回で300円 要申込

将棋の進め方等基本を教えます
講師:荒木 芳樹さん

申込不要、直接来館

「一つの花（11分）」「マララｰ教育を求めて闘う少女（30分）」（2本立て上映）

8/15、8/29、9/19の全 お天気教室
土曜
①気圧計を作ろう！ ②真夏に雪？できるんです！ ③台風のはなし
13:30～15:30
講師:寺野 健治さん（関西気象予報士会）
9/9、9/16、9/30、
Gセン幼児英会話（全6回）
10/14、10/21、10/28の 歌やダンスを通して、英語となかよくなろう！
全水曜
講師:髙野 香織さん（kids international school講師）
15:15～16:00

図書館
8/1（土）～8/15（土）

対象・定員:小学3年生～中学生15名
（各回）
参加費:①③400円、②600円
要申込
対象・定員:4歳以上の未就学児15名
（先着順）
参加費:2,000円 要申込

伊丹市宮ノ前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

対象・定員:9月生まれの小学生3名
（先着順） 参加費:無料
申込:ことば蔵2階カウンターへ図書館
利用券を持参
「第3回伊丹でみつける・さぐる・かんがえる図書館を使った調べる学 提出場所:ことば蔵、各分館（南分館を
除く）
習コンクール」
詳細は市ホームページを参照
伊丹市立図書館や学校図書館を使って調べたことをまとめた作品を募集。

あなただけのお誕生日の本

お誕生日にぴったりの本2冊をお誕生日月に貸出します。

8/19（水）～9/13（日）

8/28（金）
18:30

9/1（火）～9/15（火）

会場:ことば蔵1階交流フロア
大人になって、絵本を読んでもらったことありますか？絵本を楽しむのは子ど 対象・定員:中学生以上11名（先着順）
もだけではありません。絵本の真の魅力や深さを是非感じてください。テーマ 参加費:無料
電話又は来館で要申込
は「想」。
対象・定員:10月生まれの小学生3名
あなただけのお誕生日の本
（先着順） 参加費:無料
お誕生日にぴったりの本2冊をお誕生日月に貸出します。
申込:ことば蔵2階カウンターへ図書館
利用券を持参

ことば蔵で読み語り

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)

8/4（火）～8/30（日）

伊丹の自然絵はがきギャラリー展

応募作品展示

9/1（火）～9/6（日）

“地域と共に生きる”地域猫写真展

写真

9/9（水）～9/13（日）

伊丹市シルバー人材センター互助会 第36回シルバー作品展

手芸等作品展示

9/29（火）～10/4（日）

第3回ぐろ～りあ 玉ちゃんクラブ写真展

写真

