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【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。
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、5月29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。

6/28（日）
14:00配信

伊丹発 アットホームリレーコンサート
市民の皆さんから自宅などで撮影した演奏動画を募集し、その動画をつない
で、YouTubeでリレーコンサートを開催します。コンサートはどなたでも無料で
視聴できます。
東リ いたみホールアカウント（https://www.youtube.com/user/itamihall）

【コンサート参加】
対象・定員:伊丹市在住の方30名
参加費:無料
参加方法:6/16（火）までにメール
（itamihall@itami-cs.or.jp）

7/10（金）19:30
7/11（土）15:00、19:00
7/12（日）11:00、15:00
7/13（月）15:00

AI･HALL提携公演 コトリ会議『晴れがわ』
月面旅行に行った男が出会ったのは、地球で別れた女だった。女は死んだと
聞かされたはずだったが…。
2年連続OMS戯曲賞佳作を受賞した、山本正典の新作をどうぞお楽しみに。

定員:各55名（予定）
【日時指定・自由席】
一般前売3,000円（当日3,300円）
18歳以下1,500円
遠方割700円（近畿2府4県以外の方）

「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。

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

6・7月カルチャーインフォメーション

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
6月「るーちゃんとおたまじゃくし」　柴田 由加さん 作
7月「虹のすべり台」　江崎 芙美子さん 作

夏休み特別体験「空手教室」（全3回）
講師:棚澤 大地さん（宮野道場支部長）

アイホール

ようこそたなばたの部屋へ
七夕飾りを作ったり、短冊に願い事を書いて季節行事を楽しみましょう。

対象:幼児・小学生とその保護者
参加無料

①6/20（土）
②7/18（土）
13:30～15:30

楽しいお天気教室
①「天気予報にチャレンジ」　②「雨量計を作ろう！」
講師:寺野 健治さん（日本気象予報士会関西支部）

7/1～7/29の水曜
15:15～16:00

Gセン幼児英会話（全5回）
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）

対象・定員:5歳から就学前15名（先着
順）
参加費:2,000円　申込受付中

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

通信料のみ　　  おはなし

電話番号　773－0874
http://www.itami-danjo.jp

対象・定員:5歳以上15名（先着順）
参加費:600円　申込受付中

7/3（金）
11:00～16:00

対象・定員:小学3年生～中学生15名
（先着順）
参加費:各400円　申込受付中

7/27（月）、7/30（木）
8/1（土）
14:00～15:00



6/2（火）～6/14（日）

6/6（土）～6/21（日） 伊丹郷町クラフトショップ「父の日フェア」
父の日の贈り物に、他では見つけられない素敵な作品はいかがですか？

7/18（土）
～9/13（日）

夏季企画展「いざ、伊丹城（有岡城）！」
伊丹城（有岡城）跡はこれまでに400回以上の発掘調査が行われてきました。
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。

陶芸講座「食卓・インテリアに彩りを」
6/26～8/7の金曜（全7回）13:30～16:00
講師:大上裕（陶芸家・昇陽窯窯元）

博物館
開催中～6/21（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
美術館

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「裂織・つづれ織 素材の変化を楽しんで」
6/24～8/6の水・木曜（全14回）10:30～16:30
講師:林塔子（染織作家）

対象・定員:小学生以上各3名
参加費:2,500円　要予約

6/23（火）～7/31（金）

ワークショップ
「刻印プレートと淡水パールのアシンメトリーイヤリング」
講師:花岡尚美
真鍮（しんちゅう）プレートに刻印を打って作ります。所要時間は30分程度。全
6回予定。

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。

一般　　800円
大高生 450円
中小生 150円

場所:旧石橋家住宅1階

6/20（土）～7/5（日） 伊丹ジュエリーカレッジ作品展「COLOURS」
修了生をはじめ、講師計49名の作品を一堂に展示します。関西のジュエリー
界をリードしてきた坪文子先生の作品も併せて展示。

伊丹ジュエリーカレッジオープン講座「ジュエリー制作 留める」
7/12～8/30の日曜（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）

6/27（土）
11:00～15:00

ワークショップ「銀粘土でつくる葉っぱのジュエリー」
講師:石原明美
純銀に変わる不思議な粘土と葉っぱでペンダントを作ります。

場所:旧石橋家住宅1階

対象・定員:中学生以上各9名
参加費:2,500円　要予約

染色講座「藍を学ぶ」
7/21（火）、7/25（土）、7/28（火）、8/1（土）（全4回）10:30～16:30
講師:井関和代（大阪芸術大学名誉教授）

7/18（土）
～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名の作品をご紹介しま
す。

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～
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」。15回目
は「伊丹郷町」。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。猪名野神社は今年、県指定文化財となりました。本展では、伊丹郷町の
町政と野宮に焦点をあてて、展示しています。

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を一堂に展示します。

参加費:16,000円（会員12,800円）
材料費・工具代等別

入場無料

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:42,000円（会員33,600円）
材料費:糸代等別途必要

6/27（土）～8/16（日）

参加費:14,000円（会員11,200円）
焼成代別途必要

対象:天然染色経験者
参加費:16,000円（会員12,800円）
実習費・材料費別

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

入場無料

工芸センター

6/28（日）
10:30、14:00

伊丹郷町クラフトショップ「ガラス・風鈴フェア」
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！



スーパープラネタリウム「MEGASTAR-ⅡB itami」による星空空間を体感！

定員:各回30名

開催中～7/31（金）
6/21（日）臨時休館

小企画展 季節のことば-春を詠む
季節のことば（季語）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。

一・高般 200円
大・高生 100円
中・小生 050円

7/25（土）
10:30

7/3（金）
13:30

柿衞文庫（かきもりぶんこ）

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

○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。

定員30名（要申込）
一般2,000円、大学生1,000円、高校生
以下無料（3回分）
9/13（日）のみ、会場はアイホール

きららホール

○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

＜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。

6/7（日）～
毎週日曜・祝日
10:00

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。

おしゃれな花あそび
「観葉植物のリース」作りを楽しみます。

こども文化科学館

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

開催中～7/12（日)
7/18（土）～8/30（日）

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

6/6（土）～毎週土曜
16:15

プラネタリウム 初夏のレギュラー投影　「今夜の星空案内」（30分）
プラネタリウム 夏のレギュラー投影「夏休みスペシャル企画」
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。

7/12、8/9、9/13の日曜
13:30

プラネタリウム ちびっこ投影
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！
6/7（日）～7/5（日）「たなばたものがたり」
7/12（日）～「ほしぞら すいぞくかん」

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

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。

定員:30名（要申込）
要資料代等1回500円

かきもり文化カレッジ

夏の企画展「テーマ:科学おもちゃ」

○俳句ラボ
講師 藤田亜未氏
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。

6/19（金）、7/19（日） 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

6/14（日）14:25～
7/12（日）14:25～

7/18（土）～8/30（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（入館は17:30まで）

http://www.kakimori.jp　　　℡　072-782-0244

定員:8名
参加費:2,600円（材料費込）
申込受付中（先着順、要事前申込）

春のアクセサリー講座
針金を使って「パールネックレス」を作ります。

6/19（金）
10:00

6/23（火）
10:00

定員:8名
参加費:2,100円（材料費込）
申込受付中（先着順、要事前申込）

ひょんたん 

10:00 11:15 13:30 15:00 15:30 16:15

平日 － △（団体優先） － － ○ －

土曜 － ○ ○ ○ － トワイライト

日・祝日 ちびっこ ○ ○ ○ － ○

★プラネタリウム投影時刻 ○印 レギュラー投影



ポスター展示伊丹市少年少女合唱団　設立50周年記念　定期演奏会ポスター展
第12回（設立20周年）定期演奏会からのポスターを展示します。

7/7（火）～7/12（日）

サンシティホール

7/5（日）～8/9（日）
13:30～15:30

パイプオルガン・プロムナードコンサート
【出演】バイオリン:松田淳一、柳浦香澄　オルガン:木谷和子
【曲目】魔王、カルメン幻想曲 他

対象・定員:市内在住の小学生と保護
者15組（申込多数の場合は抽選）
材料費:1人あたり1,000円
申込期限:7/11（土）

たのしい将棋教室（全6回、日曜日）
基本的なルールから実践まで

対象・定員:市内在住の小学生以上30
名（申込多数の場合は抽選）
参加費:無料　申込期限:6/27（土）

7/18（土）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート
「小曲の宝箱」
【出演】フルート:伊藤幸子、オルガン:内山奈美
【曲目】フルートとオルガンのための幻想曲ハ長調 他

7/25（土）、8/1（土）、
8/22（土）
10:00～12:00

夏休み親子陶芸教室
全3回（3日間）コース。1・2回目で作陶し、3回目に絵付け・釉薬を行う。

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

会場:多目的ホール
定員:45名
入場無料
当日先着順 全席自由

①7/25（土）
②8/22（土）
10:00～12:00

パイプオルガン体験教室
【講師】①瀬尾千絵、②木谷和子

会場:多目的ホール
対象・定員:市内在住の小学生以上各
20名（申込多数の場合は抽選）
参加費:無料　申込期限:7/15（水）

会場:多目的ホール
定員:45名
入場無料
当日先着順 全席自由

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

6/21（日）
8:00～11:00

イタミ朝マルシェ～「おはよう」からはじまる朝マルシェ～
「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
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
のライブもあります。

会場:三軒寺前広場
問合せ先:伊丹まち未来(株)
電話:072-773-8889
（平日9:00～17:30）
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。）

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)

ことば蔵ギャラリー

7/5（日）
12:15～13:00


