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11/13（金）12:00 会場:旨し酒 風丹

11/25（水）12:00 会場:十割そばと酒肴 しおさき朗読劇『三の酉』 作:久保田万太郎　出演:蟷螂襲、丹下真寿美

10・11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、9月17日時点での情報です。）

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。

ひとり語り『遠くからの声』 作:松本清張　演出・出演:林英世

10/9（金）19:30
10/10（土）14:30、18:30
10/11（日）11:30、15:30

AI･HALL協力公演
プラズマみかん第11回公演『ワーニャのパンツと洗えない』
社会問題をテーマとした作品を得意とする若手劇団プラズマみかんがアイ
ホールに初登場。チェーホフの名作『ワーニャ伯父さん』をモチーフに、“おじさ
ん”の葛藤と、若者や女性との軋轢を描きます。各回終演後には、「レンタル
おじさん」を招いた「おじさんトーク」を開催します。

【日時指定・自由席】
一般3,000円〈事前精算券。当日精算
券・当日券は200円増し〉
U-25（25歳以下）・障がい者2,500円

ラスタホール
伊丹市宮ノ前1-1-3　東リ いたみホール内　火曜休館（祝日の場合翌平日休館）

http://hccweb1.bai.ne.jp/lustrehall　　　℡ 072-781-8877
大規模改修工事のため、2021年3月末まで上記仮事務所で対応します。

10/31（土）
14:00

第107回サイエンスカフェ伊丹
「～犬ぞり探険家が見た！～極北の自然環境と生活環境の変遷」
北極に通い始めて30年以上の山崎哲秀さんは、その間劇的に変化していくグ
リーンランド最北の自然と人々の暮らしを目のあたりにしてきました。その自
然・生活環境の変遷を中心に、極北地方の現在を解説します。

会場:伊丹商工プラザ4階研修室A
対象・定員:中学生以上28名
参加費:800円（飲み物・お菓子付）
要申込

11/5（木）19:30
11/6（金）19:30
11/7（土）14:00、19:30
11/8（日）14:00

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Vol.3』
伊丹市内の飲食店で、おいしい料理とお芝居やダンスの公演をセットでお得
に楽しめるイベント。

【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

10/2（金）
12:00、19:00

朗読劇『イタミ・ノート』
作:ごまのはえ+大道みなみ　演出:ごまのはえ　出演:髙安美帆

会場:イタリアンレストラン アントン

10/21（水）
12:00、19:00

コンテンポラリーダンス
『しげやんと行こう！！こころおどるテーブルひとつの宇宙の旅2020』
振付・演出・出演:北村成美

会場:カフェダイニング メロウ 伊丹

AI・HALL提携公演 iaku『The last night recipe』
アンタッチャブルな題材を小気味良い関西弁の会話劇で描くことに定評のあ
るiakuが新作を上演。結婚して毎日、前夜の料理をネットにアップし続けてい
る夫婦。ある日、突然妻が亡くなった。残された夫は、当たり前に続くと思って
いた日々の変化に戸惑いながらも、これからの生活について思料する。

【全席指定】
一般4,000円、U-25（25歳以下）2,000
円、高校生以下1,000円

11/22（日）15:00 AI･HALL自主企画 AI･HALLリーディング『郷愁の丘ロマントピア』
優れた現代戯曲とその作家を紹介する「AI・HALLリーディング」。今年度は、
財政破綻後の北海道・夕張市を舞台に、かつて炭鉱で働いていた男たちの半
生と忘れ去られた街の記憶を描いた話題作を、関西の俳優陣とともに朗読劇
スタイルで上演します。

【自由席】
前売1,500円（当日2,000円）

11/27（金）19:00
11/28（土）14:00、19:00
11/29（日）14:00

AI･HALL共催公演 燐光群『拝啓天皇陛下様 前略総理大臣様』
岡山出身の作家・棟田博の『拝啓天皇陛下様』は、かつて渥美清主演で国民
的映画として大ヒットしました。原作者の遠縁にあたる坂手洋二が長年の構想
をついに戯曲化。同作をはじめ棟田氏の軍隊小説の愛読者である官僚が、
かつての時代に思いを馳せながら、戦後75年を経たこの国での「生きにくさ」
「宮仕えの辛さ」に耐えていく重喜劇。

【全席指定】
一般3,500円（当日3,800円）、ペア
6,600円（前売のみ）、U-25（25歳以
下）・大学生2,000円（前売・当日共、
要証明）、高校生以下1,000円（前売・
当日共、要証明）



☆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。

11/9（月）
19:00

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。

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。

博物館
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

11/7（土）
15:00
☆

雅楽「伶楽舎」―世界最古のオーケストラ―
中国や朝鮮半島から伝わった音楽と、日本在来の音楽が合わさり形作られた
音楽「雅楽」。中でも有名な「越天楽（えてんらく）」をはじめ、舞楽、現代曲など
を演奏します。楽器紹介や唱歌体験もあり、雅楽を初めて聴く方もお楽しみい
ただけます。千数百年を越え伝わる悠久の調べをご堪能ください。
予定曲目:越天楽、青海波（せいがいは）、番假崇（ばんかそう）　他

【全席指定席】
一般前売:5,500円（当日6,000円）
学生前売:3,500円（当日4,000円）
セット券:8,000円（一般・学生各1枚。
前売のみ）

入場無料

11/22（日）
9:30、13:00

街道を歩く会「西国街道その⑦～道標を訪ねて伊丹まで～」
阪急甲東園駅を起点に西国街道を東に向かって歩きます。沿道にある道標
や史跡を訪ね、引率する館員が解説し、伊丹市役所前付近で解散します（各
回同一行程、全行程約8㎞）。

定員:各回10名（先着順）
参加費:100円（資料代）
申込:11/4（水）から受付

定員:60名
参加費:1,500円
要申込

10/21（水）
19:30

東リ いたみホール1階エントランスホール活用事業vol.16
スミレ座公演『風たちぬ』
エントランスホールを会場に繰り広げられる、舞踊と演劇、映像投影・即興演
奏がミックスされた特別な公演をお楽しみください。

会場:1階エントランスホール
定員:30名
観覧無料
要申込

11/28（土）
16:00

H ZETT M「ピアノ独演会2020秋 伊丹の陣」
“無重力奏法”と形容される超絶技巧のピアニストとして活躍するH ZETT M。
グランドピアノ1台だけのオリジナル曲で構成された“独演会スタイルライブ”
は、ユーモアセンスが表れ、音楽とともに彼の一挙手一投足に多くの観客がく
ぎ付けになります。お見逃しなく！

会場:大ホール
前売:5,000円
当日:5,500円
4歳未満入場不可
全席指定

11/13～12/25の金曜
（全7回）
13:30～16:00
初心者大歓迎！工芸ク
ラブ会員年会費:3,000
円

工芸センター主催実技講座　陶芸講座 「食卓を彩る器をつくる」
湯呑み、コーヒーカップ、茶碗や皿、花瓶など、食卓を彩る器を制作しましょ
う。土と遊ぶつもりで気軽にご参加ください。 （新型コロナウイルス感染症の
影響により、4月の開講を見送った事業を改めて開講します。）
講師:馬川晴美さん （陶芸家・昆陽陶房主宰）

会場:5階会議室1
定員:16名（先着順）
参加費:14,000円（会員11,200円）
材料費:別途必要
申込:10/1（木）から（工芸センターへ
電話:072-772-5557。受付時間:月曜
（祝日の場合翌日）を除く10:00～
18:00）。11月中旬以降は東リ いたみ
ホール休館日に準ずる。

2020年度後期文化サロン“話題探訪” トーク＆コンサート「ケルトの
音楽旅行～ヨーロッパの伝統音楽をハープの音色とともに～」
アイルランド音楽は有名なケルト音楽の一つです。しかし、実はケルト音楽に
は、イギリス・フランス・スペイン・カナダ・アメリカの音楽も含まれます。イギリ
スの伝統音楽学科でケルト音楽を学んだ講師が、ケルティックハープの音色
とともに皆さんを音楽旅行へナビゲートします。
講師:松岡莉子さん（ケルティックハープ奏者）

11/14 （土）
10:00

～ウィズコロナの時代だからこそ忘れないでおきたい～
災害から｢命と多様性」を守るためのココロの準備
コロナ禍においても、大規模自然災害は発生しています。いろいろな防災グッ
ズもありますが、同時に重要なのは心の備えです。性別の違いで困る問題や
様々な事情のある人々との避難生活など、いざという時にあわてないよう、災
害について一緒に考えましょう。
講師:神戸大学名誉教授　朴木 佳緒留氏
企画:NPO法人あなたらしくをサポート（愛称「らしーく」）

会場:6階中ホール
定員:50名（予定）
参加費:無料
要申込（ラスタホールへ電話:072-
781-8877）

10/10（土）
～11/29（日）

令和2年度秋季企画展 収蔵品展第4期
「伊丹市80年の記録（アーカイブ）～過去と未来を結ぶもの～」
伊丹市は昭和15年11月10日に誕生し、今年で市制施行80周年を迎えます。
同展では本市が刻んできた歴史を現在との結び付きとともに紹介します。



10/11（日）、11/8（日）
13:30

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参加できる講座で
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。

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700円、大学生1回350円、高
校生以下無料

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）
（11月中旬に仮事務所に引越予定です。詳細はホームページをご覧ください。）

受付時間　10:00～18:00
http://www.kakimori.jp　　　℡ 072-782-0244

10/19（月）、11/19（木） 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

10/20（火)
14:00

柿衞文庫×ことば蔵「ことばの競演」（伊丹一句（19）の日関連イベント）
「ことば文化都市」伊丹を象徴する2館が合同で開催し、俳句と短歌を募集し
ます。当日はそれぞれの選者による「ことば」をテーマとした対談を行い、俳
句・短歌を実作。その後公開選考会を行います。優秀者には賞品をご用意。
選者:柿衞文庫理事長 坪内 稔典（俳句）、神戸新聞文芸短歌選者 尾崎 まゆ
み氏（短歌）

会場:イオンモール伊丹
参加無料
応募方法、応募先等詳細はお問い合
わせください。

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。

かきもり文化カレッジ

　　美術館、工芸センター、伊丹郷町館、柿衞文庫は、みやのまえ文化の郷再整備工事のため、
　　2020年9月1日から2022年3月末まで休館いたします。

10/2（金）、11/6（金）
13:30

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。

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

きららホール 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

10/24（土）、11/28（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
A
定員:20名（要申込）
一　　　　 般 1回 2,000円
友の会会員 1回 1,200円

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

10/11（日）、11/15（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
美味しい朝ご飯や野菜、アクセサリー雑貨がいっぱい！ミュージシャンによる
生ライブもあります。

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。）

10/17（土）
10:00～11:00
（雨天は翌日）

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株掘れます。
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:9:50に若梅公園（荻野1丁目）

対象・定員:小学生以下とその保護者
15組（先着順）
参加費:1家族500円
申込:10/2（金）から来館又は電話

11/27（金）
10:00～11:30

おしゃれな花あそび「ドライフラワーで作るクリスマス風トピアリー」
身近な素材を使って、クリスマスを演出するアレンジをします。

定員:10名（先着順）
参加費:2,600円（材料費込み）
申込:10/16（金）から来館又は電話

11/7（土）
10:00～12:00

清酒発祥の地 鴻池をめぐるスタンプラリー
清酒発祥にまつわる鴻池の歴史を歩みながら、名所・旧跡をスタンプラリーで
巡ります。

定員:40人（先着順、小学生以下は保
護者同伴）　参加費無料
申込:10/10（土）から来館又は電話

11/8（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」
簡単な健康体操や、ハーモニカ演奏を見て楽しみます。

対象・定員:65歳以上40名（先着順）
参加費:300円
申込:10/5（月）から来館又は電話

11/24（火）
10:00～12:00

ココロ癒しのパステルアート「クリスマスの景色」
粉状にしたパステルをコットンで伸ばして描くアートです。誰にでも簡単に素敵
な作品が描ける「感動アート」を楽しみませんか。

定員:各8人（先着順）
参加費:各1,000円（材料費込）
要申込



10/6（火）～10/11（日） 書道

10/20（火）～10/25（日） 絵画

10/27（火）～11/1（日） 絵画

11/3(火・祝)～11/8(日) 絵画

11/10（火）～11/15（日） 絵画

11/19（木）
～11/23（月・祝）
9:30～17:30（最終日は
15:00まで）

第55回伊丹市展
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・工芸＞の4部門の入選・入賞作品を展示します。

入場無料
申込不要

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

10/17（土）、11/21（土）
①9:30～12:00
②10:00～12:00
③11:45～12:15

子どもの遊びの広場 すぽ・ぷれ
①バドミントン・卓球・バスケットボールができるスポーツ広場（チームでの練
習やゲームはできません）
②自然素材や折り紙を使った工作広場（10/17はどんぐり工作、11/21はちぎ
り絵アート）
③空手やアート体験等のイベントを楽しむことができる広場（10/17は空手に
挑戦、11/21は自然素材アート）

対象・定員:①:市内在住・在学の小学
生～高校生、②幼児～小学生50名
（幼児は保護者同伴）、③10/17は幼
児～小学生5名、11/21は同20名（幼
児は保護者同伴）　いずれも先着順
参加費:無料　申込不要
持ち物:①上靴、下靴入れ、②持ち帰
りの袋

10/6（火）、
11/3（火・祝）
10:30～11:00

あかちゃんからのおはなし会 会場:神津交流センターふれあい室
対象・定員:未就園児と保護者3組10
名
参加費:無料　申込不要

10/30（金）
18:30

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ありますか？絵本を楽しむのは子ど
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
は「緒」。

会場:ことば蔵1階交流フロア
対象・定員:中学生以上11名（先着順）
参加費:無料
要申込（電話又は来館）

10/17（土）
18:30～20:30

オータムタムコンサート
「オルガン・ミーツ・ブラスvol.12～ベスト・セレクション～」
【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
さん

会場:多目的ホール
定員:45名（先着順）
参加費（前売券のみ）:大人1,000円、
60歳以上800円、小・中学生500円

10/4（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「祈り」
【出演】オルガン:神原 のり子さん
【曲目】祈りOp.37‐3 ゴシック組曲Op.25　他

会場:多目的ホール
定員:45名（当日先着順）
入場無料　全席自由

図書館
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

☆南分館は工事のため令和3年4月中旬（予定）まで休館
☆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

パイプオルガン・プロムナードコンサート「音楽にふれるひととき」
【出演】オルガン:橘 由美子さん　バイオリン:稲葉 ひろきさん
【曲目】ラ・フォリア G線上のアリア　他

会場:多目的ホール
定員:45名（当日先着順）
入場無料　全席自由

11/21（土）
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」
【出演】オルガン:安藤 明子さん
【曲目】テイク・ファイブ 気取ったマーチ

会場:多目的ホール
定員:45名（当日先着順）
入場無料　全席自由

11/7（土）、11/14（土）、
12/5（土）
10:00～12:00

短期陶芸11月教室
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。

会場:1階陶芸室
対象・定員:中学生以上の市民15名
参加費:材料費1,000円
申込:10/24（土）まで

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

会場:市内図書館
対象・定員:小学生1,000人（先着順）
参加費:無料
申込:図書館利用券持参

11/3（火・祝）
14:00

知的書評合戦「ビブリオバトル」
「恋」をテーマに数名の発表者が本のプレゼン合戦。どの本が一番読みたく
なったかを基準に投票し、「チャンプ本」を決定します。

会場:ことば蔵1階交流フロア
定員:11名（先着順）
参加費:無料
要申込（電話、来館又は電子申請）

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)

第47回有岡彩游会作品展

第52回ポプラの会展

サロン・ド・アミチエ展

11/1（日）
12:15～13:00

第13回木耀会展

第19回絢游会 書道展

開催中 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。2021年6月末までに通
帳がいっぱいになったら缶バッジをプレゼントします。



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50名

10/25（日）、
10/31（土）、11/8（日）
10:00～12:00

直前対策！目指せ簿記3級（全3回）
日商簿記検定3級を目指す方におすすめです。
講師:柴田 将司さん

定員:6名
参加費:2,000円
申込:電話又は直接

11/1（日）
10:00～14:00

Gセンまつり
楽しい催しものが待ってるよ！

参加費:無料

＜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。

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

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

＜開館時間＞
9:30～16:30（入館は16:00まで。最新
情報はホームページ参照）

＜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）

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
10月「キツネの花嫁」　白坂 昭典さん　作
11月「僕が昔、スーパーマンだった頃」　山本 夏子さん　作

通信料のみ　　  おはなし

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

こども文化科学館 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

開催中～12/14（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

10/7（水）～12/28（月） プチ展示「モパニワーム～アフリカ南部の昆虫食～」
食べられているガの幼虫について紹介。
会場:2階学習室

開催中～12/28（月） プチ展示「いたこん30年の歩み」
これまでの歩みを紹介。
会場:2階学習室

開催中～11/29（日） プラネタリウム 秋のレギュラー投影
今夜の星空案内と「科学館＆昆虫館開館30周年コラボ企画　テントウムシ 伊
丹をめぐる」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
10:00

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！
10/4（日）～10/25（日）「ハロウィンのおはなし」
11/1（日）～11/29（日）「土星のおはなし」

10/11（日）14:25
11/8（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

開催中～3/7（日） 企画展「きみもだまされる？トリック・ワールド」
止まっている絵が動いているように見える？不思議な世界を楽しもう！

ひょんたん 


