
2020

5/11（月）19:00

7/6（月）19:00

9/28（月）19:00

☆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。

5/9（土）
14:00

田尻洋一トーク＆ピアノコンサートシリーズ in伊丹 vol.85
友情！メンデルスゾーン＆シューマン
ベートーヴェンの後、ドイツを代表した天才作曲家、メンデルスゾーンとシュー
マン。お互いに尊敬の念を保ち、生活面でも交流があった二人の渾身の作品
に迫ります。
【予定曲目】メンデルスゾーン:ロンド・カプリチオーゾ、シューマン:ピアノソナタ
第1番「ファンダンゴ（スペイン風）」

会場:B1サロン　☆
定員:170名
2,000円（整理番号付入場券）
全席自由

5/18（月）
19:00

春風亭一之輔　独演会
当代きっての人気と実力で今最も注目されている落語家の一人、春風亭一之
輔の独演会を伊丹で初めて開催します！演目は当日のお楽しみ！

会場:大ホール　☆
前売3,500円　当日4,000円
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伊丹アイフォニックホール

「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。

5/16、5/23、6/6
6/13、6/27、7/11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）
参加費:12,000円

2020年度前期 文化サロン"話題探訪"

定員:50名（最少催行人数12名）
参加費:5,000円

音楽ホールでルネサンスギターを奏でよう！
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
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（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。

4・5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拡大防止のため、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。
（本紙に掲載されている事業は、3月23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。

第1回 トーク＆コンサート 「古楽とヨーロッパの民族音楽」

第2回「雅楽のたのしみ～いろいろな雅楽を聴いてみよう」

第3回 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:各回60名　参加費:全3回通し
3,000円、各回1,500円
申込:3/26（木）から電話又は来館（先
着順）

5/24（日）
14:00

伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団 ファミリーコンサートvol.31
指揮:加藤完二　ゲスト・司会:橋本恵史（テノール歌手、落語家）
プログラム:シベリウス／交響詩「フィンランディア」、源田俊一郎／混声合唱の
ための唱歌メドレー「ふるさとの四季」より、米津玄師／パプリカ、楽器紹介
コーナー、指揮者体験コーナー　他
毎年恒例の大人気イベント！今年のテーマは「喜びと希望を届けよう！」で
す。今回はゲストに橋本恵史さんを迎え、軽快なトークと楽しい企画盛りだくさ
んでお届けします。

入場無料（要整理券）　全席自由
整理券は4/23（木）から伊丹アイフォ
ニックホール、東リ いたみホール、ア
イホール、ラスタホール、サンシティ
ホール、市役所6階文化振興課で配
布予定
問合せ:伊丹アイフォニックホール
（072-780-2110）

5/8、5/15、5/29
6/12、6/26の金曜
（全5回）
19:00～20:30

アイフォニック音楽教室「初心者のためのオペラ合唱教室」
歌うことが好きな方や、興味はあるけれどオペラを歌った経験のない方を対象
にした初心者向けのオペラ合唱教室。発声のためのカラダづくりやイタリア語
の読み方などを楽しく学びながら、歌うことで心も体も元気になりましょう。
講師:森川華世（声楽家）　ピアニスト:殿護弘美



5/15（金）19:30
5/16（土）14:00、18:00
5/17（日）11:00、15:00

AI・HALL提携公演 劇団態変『心と地－さ迷える愛 急－』
身体障がい者にしか演じられない身体表現を追求し、その高い芸術性で国内
外から高い評価を得ている劇団態変。今回は、人間の普遍的な感情である
「愛」を描き出す、「さ迷える愛」シリーズの新作を上演。三部作のラストを飾る
大作をお楽しみに。

【日時指定・自由席】
一般前売3,500円
障がい者・介助者・70歳以上3,000円
22歳以下2,500円、12歳以下1,000円
当日一律4,000 円

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

定員:6名(小学生は保護者同伴)
参加費:1,000円　要予約

ワークショップ「豆皿を作ろう」
講師:馬川晴美（陶芸家・昆陽陶房主宰）

定員:10名 （小学生は保護者同伴）
参加費:1,000円　要予約

スケッチ会「空港スケッチ」
講師:中田憲男（画家）

伊丹ジュエリーカレッジオープン講座「ジュエリー制作」
4/12～6/14の日曜（全8回。5/3、5/31を除く）14:00～16:30
講師:北川愛子（ジュエリーデザイナー）

5/16（土）～6/14（日）

5/16（土）14:00～

ホームスパン 「手紡ぎ・手織」
前期:手紡ぎ 5/14～6/18の木曜（全6回）10:30～16:30
後期:手織 8/18（火）～8/20（木）、8/26（水）～8/28（金)（全6回）10:30～16:30
講師:伊藤徹子 （染織作家）

工芸センター

会場:旧石橋家住宅1階

4/26（日）
12:30～15:30

4/1（水）～

入場無料

4/25（土）～5/10（日） 伊丹郷町クラフトショップ「母の日フェア」
母の日の贈り物にジュエリーや器など作家の一点ものはいかがですか？

「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。

入場無料

北陸のうつわ展－19人の素材とかたち
北陸地方に制作の拠点を置く、陶、漆、金属、ガラスの4分野の作家19名によ
る多彩なうつわ作品が一堂に会します。

入場無料

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

伊丹郷町クラフトショップ「作品 リニューアル」
伊丹国際クラフト展入選作家を中心に、全国で活躍中の陶・ガラス・ジュエ
リーなどの工芸作家作品を展示販売中。4月より新しい作家の作品が入荷！

デッサン「とことん描こう デッサン＆水彩画」
短期集中 5/10～7/5の日曜（全8回。6/7、7/12を除く）10:30～13:00
じっくり 5/10～8/9の日曜（全12回。6/7、7/12を除く）10:30～13:00
講師:中田憲男 （画家）

4/11（土）～5/10（日） 工芸センター講座講師と受講生による作品展「講座の仲間たち展3」
工芸センターで開講している数々の実技講座に集う創作の達人や講師の作
品を一挙に展示紹介。

参加費:14,000円（会員11,200円）
材料費:土代1,000円/kg（焼成代込）

参加費:各コース6,000円
（会員4,800円）
材料費:各コース染料代250円、その
他糸代・まゆ代別途必要

銅版画講座 「ドライポイントについて」
4/11～7/18の土曜（全12回。4/25、5/2、5/9を除く）10:30～13:00
（5/30、6/20、7/11は10:30～16:30）
講師:山本善一郎 （大阪芸術大学美術学科准教授）

参加費:27,000円（会員21,600円）
材料費:初受講者3,500円、再受講者
1,500円

まゆの糸とりと糸染め「ビワの葉コース」「タケノコの皮コース」
ビワの葉コース:まゆの糸とり4/4（土）、糸染め4/25（土）の10:30～16:30
タケノコの皮コース:まゆの糸とり5/2（土）、糸染め5/9（土）の10:30～16:30
講師:やまこしかずよ（染織作家）

対象・定員:小学4年生以上各10名（た
だし小学1～3年生は保護者同伴なら
可）　参加費:1,500円　要予約

会場:旧石橋家住宅1階

4/12（日）
14:00

ワークショップ「金属に模様をつけて素敵なアクセサリーを作ろう」
講師:平川文江（ジュエリー作家）

4/11（土）
14:00

参加費:16,000円（会員12,800円）
材料費:初受講者工具類8,000円程度
別途必要

参加費:8回コース16,000円(会員
12,800円)、12回コース24,000円（会員
19,200円）
材料費:紙代・モチーフ代等別途必要

参加費:36,000円（会員28,800円）
手紡ぎのみ18,000円（会員14,400円）
材料費:3,500円～4.000円 (手紡ぎ)

陶芸「食卓を彩る器をつくる」
4/17～6/5の金曜（全7回）13:30～16:00
講師:馬川晴美（陶芸家・昆陽陶房主宰）

ミニコンサート「ルネサンスギターとヴィウエラによるルネサンス音楽」
演奏:佐野健二（リュート・ギター奏者、EMC主宰、相愛大学非常勤講師）

講演会「北陸の工芸－その魅力と多様性－」
講師:外館和子（工芸評論家・多摩美術大学教授）

入場無料

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

定員に達している場合
がございますので、ご
了承ください。

手織講座「初めての手織～奥深い染織世界を探訪しましょう！」
4/1～6/3の火･水曜（全16回。5/5、5/6、5/13を除く）10:30～16:30
講師:伊東良子（染織作家）

5/3（日・祝）
10:30、14:00

参加費:48,000円（会員38,400円）
材料費:糸代等別途必要



○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。

○講読コース　芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む
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
を読み解きます。

4/3（金）、5/1（金）
13:30

かきもり文化カレッジ

4/11（土）～5/31（日）

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

一・高般 200円（160円）
大・高生 100円（080円）
中・小生 050円（040円）
（）は20名以上の団体料金

伊丹一句（19）の日
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
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

2句1組1,000円（句集代及び送料込
み）定額小為替(無記名)もしくは現金
書留可・切手不可
投句用紙はホームページからダウン
ロード可

市制80周年記念　生誕140周年記念　熊谷守一展　わたしはわたし
単純な形態と明瞭な色彩を特徴とする画風「モリカズ様式」で人々を魅了しつ
づける画人・熊谷守一。草花や猫などを描いた代表作と、近年になって所在
が明らかになった逸品などを中心に、油彩画・日本画・書の約200点をご紹
介。

詳しい内容はお問い合わせください

4/14～6/23の火曜
（全10回）

対象・定員:あんよから就学前の子ど
もとその保護者20組　参加費:500円
申込:3/30（月）から電話又は来館（先
着順）

4/11（土）～5/31（日）

5/31（日）
10:30～11:30

おやこで楽しむスイーツ工房 キラキラレインボーゼリーに挑戦！
フルーツジュースでつくったカラフルなゼリーを重ね、好きなトッピング材料を
選んで、自由にデコレーションを楽しみましょう。
＜持ち物＞エプロン、三角巾、手拭きタオル、お茶

対象・定員:3歳～就学前の子どもとそ
の保護者12組
参加費:1,100円 （子ども1人追加につ
き300円増し）　申込:5/11（月）から電
話又は来館（先着順）

4/4～6/20の土曜
（全6回）
19:00～20:30

ハッピーイースター！えいごであそぼ
イースターは春の訪れや、いきものの誕生をお祝いするものです。エッグペイ
ントなどイースターのあそびや英語の読み聞かせを親子で楽しみましょう！
＜持ち物＞水分補給用の飲み物、動きやすい服装でお越しください。

4/12（日）
10:30～11:20

4/18～9/19の土曜
（全12回）
10:00～11:30

一般　　800（700）円
大高生 450（350）円
中小生 150（100）円
（　）内は20名以上の団体割引料金

きららこども囲碁クラブ
初めての方でも大丈夫！囲碁のルールやマナーから、対戦ができるまでを
しっかり学んでいきます。

はじめてのビッグバンド
皆さんでジャズを演奏しませんか。サックス、トランペット、トロンボーン、クラリ
ネットなど楽器の種類は問いません。楽器は各自ご持参ください。

対象・定員:1年以上の経験者15名
参加費:4,200円
申込受付中（先着順）

5/19（火）
10:00～12:00

投句無料
投句方法、投句先等詳細はお問い合
わせください。

ココロ癒しのパステルアート
“脳もココロも元気になる”アートの世界をパステルを使って楽しみませんか。
テーマ:「万華鏡の世界を描こう」

美術館

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

募集中～4/30（木）
当日消印有効

きららこどもまつり
親子で楽しめる催しがいっぱいです！

柿衞文庫（かきもりぶんこ）
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30回おにつら顕彰俳句募集
伊丹を代表する俳人、鬼貫を顕彰する「鬼貫賞」の俳句を募集します。
作品:雑詠2句1組（未発表作品に限ります。）
投句方法:投句用紙または縦書き400字詰原稿用紙を使用。
その他詳細はお問い合わせください。

小企画展 季節のことば-春を詠む
季節のことばは四季に恵まれた日本の風土から生まれました。個性豊かな俳
人たちが詠む春の句をお楽しみください。

5/6（水・休）
10:00～15:00

定員:30名（要申込）
1回 500円（資料代等）

対象・定員:小学生15名
参加費:3,600円
申込受付中（先着順）

きららホール

定員:各12名
参加費:5,000円（③のみ新規受講の
方は要テキスト代）　申込受付中（先
着順）

きららEnglish Club for Kids
対話を大切にしながら、ゲームや歌などで英語を楽しく体験しましょう。
①4・5歳児16:30～17:15　②6歳児～小学2年生17:30～18:20
③小学3～6年生18:30～19:20

定員:50名（要申込）
一　　　　 般 1回 2,000円
友の会会員 1回 1,200円

4/19（日）、5/19（火）

4/25（土）、5/23（土）
10:30

定員:8人
参加費:1,000円（材料費込）
申込受付中（先着順）



平日（春休み）:3/26（木）～4/6（月）

毎週日曜・祝日
10:00

企画展「伊丹の自然」
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:1階特別展示室

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

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

4/1（水）～4/6（月）

5/20（水）～7/13（月）

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
4月「おおぐま座のしっぽはなぜ長い？」、5月「おちてきた おほしさま」

伊丹市昆虫館
＜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
市内在住・在学の3歳～中学生は無
料（要証明書）

★プラネタリウム

会場:多目的ホール　定員:120名
入場無料　当日先着順　全席自由

5/3（日・祝）
12:15～13:00

5/16（土）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート
「パンフルートとオルガンの調べ」
出演:パンフルート 内藤智、オルガン 瀬尾千絵
曲名:主よ人の望みの喜びよ、組曲「惑星」より“木星”

こども文化科学館

春の企画展「おっと！びっくり？音のせかい」
音ってなに？音ってどうして聞こえるの？いろんな音を鳴らして、「音のせか
い」を探ってみよう！

4/1（水）
～5/31（日）

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

＜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

ココロンカード提示の児童・生徒は
観覧料無料

＜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。

パイプオルガン・プロムナードコンサート
「イングリッシュホルンとオルガンの調べ」
出演:イングリッシュホルン 八上裕美、オルガン 橘由美子
曲名:家路、白鳥

4/18（土）
12:15～13:00

毎週土曜
16:15

パイプオルガン・プロムナードコンサート「緑の風とともに」
出演:チェロ 後藤敏子、オルガン 木谷和子
曲名:祈り、チェロ協奏曲

4/1（水）
～5/31（日)

会場:多目的ホール　定員:120名
入場無料　当日先着順　全席自由

4/12（日）、5/10（日）
14:25

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

会場:多目的ホール　定員:120名
入場無料　当日先着順　全席自由

スーパープラネタリウム「MEGASTAR-ⅡB itami」による
500万個の星が輝く満天の星空空間を体感しよう！

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」
出演:中国笛・テノール 楊雪元、オルガン 安藤明子
曲名:パプリカ、フレア

ちょこっとサイエンス
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

会場:多目的ホール　定員:120名
入場無料　当日先着順　全席自由

4/1（水）～4/6（月） プチ展示「アリ」
ヒアリを含めたアリを紹介。
会場:2階学習室

プラネタリウム 春のレギュラー投影「46億年 地球カレンダー」
季節ごとの今夜の星空案内と、物語やテーマをお楽しみください。

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

4/5（日)
12:15～13:00

4/8（水）～7/13（月） 企画展「ほっとパークこやいけ」
昆陽池公園で観察できる生きものを紹介します。
会場:2階第2展示室

4/8（水）～5/18（月） プチ展示「モパニワーム～アフリカ南部の食用昆虫～」
食べられているガの幼虫について紹介します。
会場:2階学習室

ひょんたん 



4/7（火）～4/12（日） 写真

4/14（火）～4/19（日） 色紙画

4/21（火）～4/26（日） 絵画・写真・書・彫刻・工芸

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

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

ことば蔵ギャラリー

5/13～6/10の水曜
（全5回）
15:15～16:00

Gセン幼児英会話
歌やダンス・お絵かきを通して、英語となかよくなりましょう。
講師:高野香織 さん(Kids international school講師）

対象・定員:4・5歳児15名
参加費:2,000円
申込:電話又は来館（先着順）

雨天決行
詳しくは直接お問い合わせを

会場:本館ことば蔵地下1階多目的室1
対象・定員:中学生以上40人
参加費:無料
申込:4/8（水）から電話又は来館（先
着順）

5/16（土）
10:00、10:30、11:00

こどもそば打ち体験教室
本格的なそば打ちに挑戦してみませんか？試食もお楽しみに！
講師:伊丹そば打ち同好会

対象・定員:5歳以上（小学2年生まで
は保護者同伴）各回5名
参加費:600円（親子で参加は1組900
円）　申込:電話又は来館（先着順）

第3回ぐろ～りあ 玉ちゃんクラブ写真展

第12回遊画会展

5/4（月･祝)
10:00～14:00

Gセンこどもまつり
鉄道模型展示とNゲージ体験運転、模擬店、ゲーム等楽しい催しがいっぱ
い！

女性・児童センター
テレホン童話　電話で創作童話が聴けます
4月「風の子ジャム」　やのとみこ 作
5月「みぃちゃんがひっこします」　広川はる子 作

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

会場:図書館北分館
対象:なし
無料／申込不要

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)

会場:本館ことば蔵1階交流フロア
対象・定員:中学生以上25名
無料／申込不要（先着順）

第44回働美協会展

皇后定子と中宮彰子～枕草子と源氏物語を生んだ世界～
両作品を通じて高貴な女性の生き方、歴史を学ぶ

取扱:市内図書館
対象:小学生1000人　参加費:無料
申込:図書館利用券持参の上来館（先
着順）

①4/12（日）
②5/10（日）
いずれも13:30

KITAシネマ
DVDの上映会
①「怪物はささやく」（109分 2016年 アメリカ・スペイン）
②「綾小路きみまろ爆笑！」（63分 2010年 日本）

4/21（火）18:30

4/26（日）13:00 ZINEワークショップ
自分だけのオリジナル冊子をつくるワークショップ
講師:BooksDANTALIONの堺達朗さん

ヒミツの100冊～北分館セレクション～
オススメ本100冊を梱包した状態で展示・貸出します。中身の手がかりは表に
貼られた冒頭の一文のみ！本との意外な出会いをお楽しみください。

図書館

4/7（火）、5/5（日・祝）
10:30～11:00

4/26（日）14:30

5/9（土）14:00

英語でたのしむおはなし会
英語の絵本の読み聞かせ、歌、ゲーム

会場:本館ことば蔵1階ぎょうじのへや
対象:4歳～小学生
無料／申込不要

会場:ラスタホール3階講座室
無料／申込不要

会場:本館ことば蔵1階交流フロア
定員:10名　参加費:500円
申込:電話又は来館（先着順）

5/1（金）～ 本の通帳の配布
この通帳には、あなたが図書館で借りて読んだ本を記録できます。たくさん読
んであなたの心に残る本との出会いを楽しみましょう。

夫婦で知ろう！産前産後の体の変化
マタニティ期に訪れる女性の体の変化を家族で学び、みんなで今しかない貴
重な時間を楽しみましょう！疲れにくい抱っこ紐の仕方や、妊娠中から産後に
かけて大事な筋肉を使うコツをお伝えします。

会場:本館ことば蔵1階交流フロア
対象・定員:産前・産後の夫婦10組（1
人での参加も可）
無料　申込:電話又は来館（先着順）

5/3（日・祝）
14:00～15:00

5/30（土）
15:00～15:30

4/2（木）
～4/29（水・祝）

会場:①きららホール2階201会議室 ②
3階多目的ホール
定員:①50名 ②120名
無料／申込不要（先着順）

神津分館　あかちゃんからのおはなし会
絵本の読み聞かせ・手あそび

大人のための絵本ヒーリング ことば蔵で読み語り
大人になって、絵本を読んでもらったことはありますか？絵本の持つ真の魅
力や深さを、ことば蔵で感じてみてください。

会場:神津交流センターふれあい室
対象:0歳～とその保護者
無料／申込不要

大人のための朗読会
朗読グループ「赤とんぼ」による朗読公演



ラスタでマイギャラリー ～気楽に作品展～
市民の方の個性あふれる作品展をお楽しみ下さい。あなたのオリジナル作品
を飾ってみませんか。ジャンルを問わず作品募集中！お子様の作品も大歓
迎。

4/26（日）
～5/3（日・祝）

公民館グループ活動紹介・ポスター展
令和2年4月1日にスワンホール内へ機能移転した公民館で、グループ活動の
様子をポスター掲示します。ぜひお越しください！

子育てサロン
親子で集まって、子育てに関する情報交換など楽しく過ごしましょう。子どもと
遊ぶのが大好きなスタッフがお待ちしておりますので、安心して遊びに来てく
ださい。

公民館

会場:2階フリースペース
参加費:無料
申込不要

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

参加費:無料
申込不要

4/22（水）
10:00～15:00

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

4/19（日)
10:30～11:30

博物館
4/29（水・祝）
～6/21（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

参加費:100円
予約受付中

5/2（土）
10:00、14:00、18:00

入場無料旧村シリーズ15　伊丹郷町～猪名野神社、おまつり日和～
内容:市域にかつて存在した村々を一つずつ紹介していく「旧村シリーズ」。そ
の15回目となる今回は「伊丹郷町」を取り上げます。伊丹郷町は、27ヵ町で構
成される伊丹町を中心に、15ヵ村が一続きになっていた在郷町で、野宮（のの
みや・現猪名野神社）が氏神でした。本展では、伊丹郷町の町政と野宮に焦
点をあてて、展示を行います。

入場無料
出展無料（4/16（木）受付締切）

4/29（水・祝）～5/10
（日）
9:00～21:00
（日・祝は17:00まで）

＜チケット発売中＞
一般:前売800円、当日1,000円
高校生以下・60歳以上・障がい者:
前売600円、当日800円

ラスタ歴史サロン 『弥生ロマンあふれる唐古・鍵遺跡を訪ねて」
唐古・鍵遺跡は奈良盆地のほぼ中央、標高48mの沖積地にある弥生時代の
ムラ（集落）跡です。発掘調査で、集落を囲む環濠や竪穴住居、井戸、青銅器
の工房跡などが検出され、史跡公園として整備されています。約700年続いた
という弥生ロマンあふれる集落跡で、当時のムラ人たちの暮らしに思いを馳せ
てみませんか。

定員:30名
参加費:600円（現地散策にかかる交
通費、入場料等は別途必要）
要事前申込み

ラスタホール
対象:幼児
入場無料　申込不要

ラスタ映画倶楽部　「かぞくいろ－RAILWAYS　わたしたちの出発」
夫を突然亡くしシングルマザーとなった女性が夫の故郷で鉄道運転士をめざ
し、人生の再スタートをはかるヒューマンドラマ。肥薩おれんじ鉄道が走る鹿
児島の美しく彩り豊かな西海岸を舞台に、愛する人を失った3人家族の再出
発が描かれた感動作。主演は伊丹大使の有村架純さん。（2018年/日本、120
分）

6/14（日）
14:00開演（13:30開場）

皆でつくる歌声広場
みなさんが主役の歌声広場。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。今回は第2部はEMYと素敵な仲間
たちによる、スペシャルライブ（ボーカル・ピアノ・サックス）もお楽しみいただけ
ます。

絵本と音楽であそぼ！～春風にのって～
ほっこりとあたたかい、おはなしユニット“ぽぽんた”さんが、季節にちなんだ絵
本や家族で楽しめる絵本を歌や音楽を交えて読み聞かせします。

事前学習
5/29（金）14:00
現地散策
6/5（金）10:20



27
(月)

28
(火)

29
(祝)

30
(木)

1
(金)

2
（土)

3
(祝)

4
(祝)

5
(祝)

6
(休)

7
(木)

8
(金)

東リ いたみホール、ラスタホール

アイホール、サンシティホール

伊丹アイフォニックホール
きららホール、図書館北分館

美術館、工芸センター・伊丹郷町館、
柿衞文庫、図書館神津分館

図書館本館「ことば蔵」・
ことば蔵ギャラリー
図書館西分室

図書館南分館

公民館、青少年センター

博物館

こども文化科学館

昆虫館

女性･児童センター

ラスタホール:       　　4/29、5/2～5/6は17:00閉館
サンシティホール：　　　4/29、5/3、5/4、5/6は17:30閉館
　　　　　　　　　　　　（4/27は通常通り21:00閉館）
きららホール：　　　　　4/29、5/3～5/6は17:00閉館
図書館本館「ことば蔵」：4/29、5/2～5/6は18:00閉館
　　　　　　　　　　　　5/7は図書整理日の為2・3階図書フロアのみ利用不可
図書館北分館：　　　　　4/29、5/2～5/6は17:00閉館
図書館神津分館：　　　　4/29、5/2～5/6は17:00閉館
図書館南分館：　　　　　4/29、5/2～5/6は17:00閉館
　　　　　　　　　　　　4/30は図書整理日の為休館

は休館日です

2020年度ゴールデンウィーク休館日

4月 5月


