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☆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。

☆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。

DOING！DOING！2021 市民企画公募事業
正木万博写真展「Viva Musica!」
オーケストラや吹奏楽などで演奏される様々な楽器と奏者の手を大胆な構図
で魅せる写真展。

会場:1階エントランスホール
観覧無料

1/23（土）
14:00
☆

いたみ寄席「桂米朝一門会」
新春にふさわしい華やかでにぎやかなメンバーでお送りします。お馴染み人
気者ざこば、米團治に加え、トリを務めるのは文之助、吉弥は5年ぶりのいた
みホールです。抱腹絶倒間違いなし。若手からベテランまで見どころ満載の2
時間半です。初の土曜日開催！2021年の初笑いは「いたみ寄席」で！
【出演】桂ざこば、桂文之助、桂米團治、桂吉弥、桂ちょうば、桂二葉

会場:大ホール
S席3,700円
A席2,700円
B席2,200円（当日各500円増）
全席指定

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。

12/27（日）
14:00
☆

「伊丹市民オペラ特別企画
コロナに負けるな オペラ・ガラコンサート2020」
1985年に始まった伊丹市民オペラ。トークと共にその歴史を振り返りながら、
過去の5公演よりスペシャルハイライト公演をお届けします。
企画・構成:井原広樹さん、ピアノ:殿護弘美さん
出演（50音順）:小林峻さん（テノール）、高谷みのりさん（メゾソプラノ）、田中勉
さん（バリトン）、藤田卓也さん（テノール）、迎肇聡さん（バリトン）、森川華世さ
ん（ソプラノ）、山口安紀子さん（ソプラノ）
予定曲目:『カルメン』より「終幕の二重唱」、『トスカ』より「歌に生き愛に生き」、
『椿姫』より「プロヴァンスの海と陸」、『セヴィリアの理髪師』より「今の歌声
は」、『カヴァレリア・ルスティカーナ』より「母さん、あの酒は強いね」、『道化
師』より「鳥の歌」、『椿姫』より「乾杯の歌」　他

【全席指定席】
一般:3,000円
いたみっこ:1,000円（伊丹市在住在学
の小中高生対象、要学生証等提示）

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。

【注意】新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を中止または延期す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を変更する場合があります。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、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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本紙の掲載事業は、11月17日時点での情報です）

12/21（月）
15:00

東リ いたみホール1階エントランスホール活用事業vol.18
親子で聴いて マリンバとバイオリン
ともに3人の子の母である清野藍子と馬場京子が、愛に満ちたクラシック音楽
を演奏します。
【出演】清野藍子（マリンバ）、馬場京子（バイオリン）
【予定曲目】ガーシュウィン:3つのプレリュードより 第1曲、ミヨー:春、ドビュッ
シー:人形ゴリウォーグのケークウォーク　他

会場:1階エントランスホール
定員:30名（椅子席は要事前申込）
無料
全席自由

2/13（土）
14:00

舞台・芸術事業「第10回早春の風にのせて」
伊丹市芸術家協会会員による邦楽・洋楽の2部構成コンサート。
申込:往復はがきに①郵便番号、②住所、③応募者および同伴者（1名）の氏
名・年齢・性別、④電話番号、⑤車いすの有無を明記し、12/17（木）必着で〒
664-8503千僧1丁目1伊丹市文化振興課内「早春の風にのせて」演奏会係ま
で。往復はがき1枚につき2名まで。応募多数の場合は抽選。

定員:180名
入場無料（要事前申込）
問合せ:市文化振興課（072-784-
8043）

1/29（金）～2/7（日）
最終日は17:00まで

DOING！DOING！2021 市民企画公募事業
第42回現代美術BUT展
1989年から活動を続ける伊丹現代美術「BUT」の現代美術展。

会場:2階ロビー・ギャラリー
観覧無料

1/29（金）～2/7（日）
最終日は17:00まで



会場:東リ いたみホール3階大会議室
定員:25名 （先着順、要申込）
参加費:無料

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（祝日の場合翌平日休）

仮事務所受付時間　9:00～17:00
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。

12/19（土）
14:00

1/14（木）19:00
1/15（金）19:00
1/16（土）14:00、18:00
（終演後シアタートーク
あり）
1/17（日）12:00、16:00

12/13（日）
14:00

1/16（土）～3/27（土）
（全6回）
19:00～20:30

はじめてのビッグバンド
持ち物:楽器（楽器の対象はサックス、トランペット、トロンボーン、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。）

対象・定員:1年以上の経験者10名（先
着順）
参加費:4,200円
申込:12/5（土）から来館又は電話

第109回サイエンスカフェ伊丹「摩訶不思議な数の世界」
サイエンスカフェは市民と研究者が気軽に語り合える場です。今回は数と数
学者をめぐる、よもやま話をお届けします。素数やリーマン予想、ABC予想な
ど数学の未解決問題を通じて、不思議な数の世界を遊び楽しむ数楽の話で
す。
ゲスト:松井伸之さん（兵庫県立大学名誉教授・特任教授）

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（要申込）
参加費:800円（飲み物・お菓子付）

1/13（水）
14:00

海外紀行「中南米・パナマ運河とコスタリカの旅」
太平洋から大西洋まで長さ80㎞におよぶ世界最大の運河、パナマ運河での
念願のクルージングや、幻の鳥（または火の鳥）ケツアールをようやく見られ
たコスタリカ旅行など、中南米での貴重な体験と感動を写真などを交えてお伝
えします。
企画:ラスタ海外紀行

AI・HALL自主企画 現代演劇レトロスペクティヴ
小原延之＋T-works共同プロデュース『丈夫な教室』
2001年に起きた「附属池田小学校事件」をモチーフに、事件の記憶と傷跡に
苦しめられながらも、前向きに生きることを懸命に模索する同級生たちの姿を
描いた、小原延之の代表作を上演。アイホールでの初演から、わずか9ヶ月で
異例の再演となった話題作にご期待ください。

【日時指定・自由席】
前売・当日3,500円

1/9（土）
14:00

第110回サイエンスカフェ伊丹
「マイクロプラスチックがサンゴの食事を邪魔するの？」
サイエンスカフェは市民と研究者が気軽に語り合える場です。今回はマイクロ
プラスチックが環境やサンゴなどの生物に与える影響についてお話します。
ゲスト:大久保奈弥さん（東京経済大学准教授）

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（要申込）
参加費:800円（飲み物・お菓子付）

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
華やかな衣装に身を包み、ダンスと懐かしい歌のショーをお届けします。
出演:ショー＆ミュージカルグループ「ガイアクローチェ」

中学生以上前売300円、小学生以下
前売100円（当日各100円増し）
2歳以下のお子様は保護者1名につき
1名膝上鑑賞の場合無料

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

12/4（金）19:00
12/5（土）14:00

AI・HALL共催公演 Theatre Park『月夜のファウスト』
2020年6月に長野県松本市の公園で上演され、大きな反響を得た『月夜の
ファウスト』ひとり芝居バージョンが伊丹にやってきます。まつもと市民芸術館・
芸術監督である串田和美の語る、悪魔メフィストフェレスに魂を売った男・ファ
ウストの物語をお楽しみください。

【日時指定・自由席】
一般2,000円、ペア券3,500円、18歳以
下500円

12/12（土）15:00
12/13（日）18:00
12/14（月）15:00
＜上映会＞
12/13（日）11:00【序】、
14:00【破】

AI･HALL提携公演
エイチエムピー・シアターカンパニー『忠臣蔵・急 ポリティクス/首』
独自の活動で注目を集める劇団が、歌舞伎や文楽の名作『忠臣蔵』を現代演
劇として上演。今回は、赤穂藩士たちが吉良上野介を討ち取ってから、彼らが
切腹するまでの約2ヶ月を描きます。また、第一作目『忠臣蔵・序』、第二作目
『忠臣蔵・破』の舞台映像の上映会も行います。

【日時指定・自由席】
一般3,300円、25歳以下・障がい者
2,500円、高校生以下500円（予約・当
日各500円増し）
＜上映会＞無料（要予約、カンパ制）

12/18（金）19:00
12/19（土）13:00、18:00
（終演後シアタートーク
あり）
12/20（日）13:00

AI･HALL自主企画 現代演劇レトロスペクティヴ MODE『魚の祭』
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、
再検証する「現代演劇レトロスペクティヴ」。第一弾は、岸田國士戯曲賞を史
上最年少の24歳で受賞し、その才能を知らしめた柳美里の代表作を、初演を
手がけた松本修が再び上演。弟の葬儀に集った家族は、その不可解な死に
戸惑いながらも、再びぎくしゃくと「家族」を演じ始める。いびつな家族の過去と
現在を描いた名作をぜひお見逃しなく。

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。

【A】
12/26（土）15:00
12/27（日）11:30
【B】
12/26（土）18:00
12/27（日）14:30

AI･HALL自主企画 伊丹想流劇塾第4期生公演『禍福あざなう』
劇作家養成のための戯曲講座「伊丹想流劇塾」。筆力を磨いてきた塾生たち
が、関西で活躍する演出家・俳優とタッグを組み“卒塾公演”に挑みます。劇
作家の卵たちが送る、趣向を凝らした短編戯曲の連続上演をお楽しみに。
【A】【B】で内容が異なります。詳細はアイホールまで。

【日時指定・自由席】
一般1,500円（当日2,000円）
1日通し券2,500円（前売のみ）

【日時指定・自由席】
一般前売3,500円、65歳以上3,000円、
25歳以下2,000円（当日各500円増し）
65歳以上・25歳以下は当日要証明



12/19（土）、1/19（火） 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

水彩木版画講座「自由制作に挑戦！｣
1/13～1/27、3/3～3/31の水曜（全8回） 13:30～16:00
ちょっとレトロで懐かしい雰囲気のポストカードや小さな作品などを制作してみ
ませんか。初心者には道具の使い方から丁寧に指導いたします。経験者は今
までの練習を活かした自由制作です。
講師:馬川亜弓さん（木版画作家）

会場:東リ いたみホール5階会議室1
定員:15名（先着順）
参加費:16,000円（会員12,800円）
材料費別途必要

かきもり文化カレッジ

12/4（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

12/13（日）、1/10（日）
13:30

俳句ラボ
講師:進藤 剛至氏
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

1/23（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）
一　　　　 般 1回 2,000円
友の会会員 1回 1,200円

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。

　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。

工芸センター
伊丹市宮ノ前1-1-3　東リ いたみホール内　火曜休（祝日の場合翌平日休）

仮事務所受付時間　10:00～18:00（電話のみ）
https://mac-itami.com　　　℡ 072-772-5557

陶芸講座「食卓を彩る器をつくる」
11/13～12/25の金曜（全7回） 13:30～16:00
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。定員に空きがあれば途中からの
受講も可能です。
講師:馬川晴美さん（陶芸家・昆陽陶房主宰）

会場:東リ いたみホール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

陶芸講座「カラフルで楽しいうつわをつくりませんか？」
1/25～3/8の月曜（全7回） 13:30～16:00（2/15のみ10:30～16:30）
不思議な柄が魅力の練り込み技法や、色化粧でカラフルな器をつくりましょ
う。初心者も経験者も楽しく制作する手助けをいたします。
講師:清水一二さん（陶芸家）

会場:東リ いたみホール5階会議室1
定員:16名（先着順）
参加費:15,000円（会員12,000円）
材料費別途必要

柿衞文庫（かきもりぶんこ）
伊丹市千僧1-1-1　伊丹市役所東館1階　月曜休（祝日の場合翌日休）

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

ルネサンスギター製作講座「西洋古楽器を身近な材料でつくる」
1/30～3/20の土曜（全8回） 12:00～16:00（講師の都合で休講になる場合は
振替日を設定します）
16世紀ヨーロッパで愛奏されていた4コースのギターはウクレレのルーツでも
あり、現代に愛されている様々なギターの直接の先祖でもあります。ホームセ
ンター等で気軽に手に入れられる安価な木材で、楽器製作の面白さ、ルネサ
ンス音楽の楽しさを学びましょう。楽器製作経験者は、バロックギター、ビウエ
ラ等ほかの弦古楽器の製作サポートもいたしますのでご相談ください。
講師:佐野健二さん（ギター、リュート奏者）

会場:東リ いたみホール地下1階工作
室
定員:12名（先着順）
参加費:24,000円（会員19,200円）
材料費:10,000円（弦、ペグ代含む。基
本のギター以外は要相談）

木口（こぐち）木版画講座「細密描写の世界へ」
1/31～3/21の日曜（全8回） 14:00～16:30
イギリスで生まれ、18世紀から20世紀初頭まで書籍の挿絵印刷などの世界で
大変に重宝された版画技法を伊丹で楽しんでみませんか。初心者の方には、
彫刻刀の使い方や工程を丁寧に指導いたします。経験者は自由作品を制作
します。
講師:齋藤修さん（日本版画協会会員）

型染講座｢小風呂敷とスカーフ｣
2/4～3/25の木曜（全8回） 10:30～16:30
型染は、ひとつ「型紙」をつくると何回でも繰り返し使うことができ、その特性を
活かして様々なパターンの模様を生み出します。オリジナルの型紙をつくり、
小風呂敷とスカーフを染めましょう。
講師:北里美絵子さん（型染作家）

会場:東リ いたみホール5階会議室1
定員:12名（先着順）
参加費:24,000円（会員19,200円）
材料費:3,000円

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

会場は東リ いたみホー
ルですが、講座の申
込・問合せは工芸セン
ターへお電話ください。

会場:東リ いたみホール5階会議室1
定員:16名（先着順）
参加費:16,000円（会員12,800円）
材料費別途必要



12/1（火）～12/6（日） 写真パネル

12/8（火）～12/13（日） 水彩画

12/16（水）～1/8（金） 資料展示

資料展示

12/3（木）
13:30

虎乃家光甲 落語会inことば蔵
つい誰かに教えたくなる落語の豆知識を学びながら、ことばやしぐさの面白さ
を味わってみましょう！いっぱい笑って、免疫力もアップ！

会場:ことば蔵1階交流フロア
定員:30名（先着順）
参加費:無料
要申込（来館又は電話）

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。

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

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

冬季企画展 第45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家電や農具、黒
電話などの民具を、さまざまなテーマに分けて展示します。

入館無料

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

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

昆陽水彩画会展

第6回タイトルだけグランプリ・第7回しおりんピック・第8回帯ワングランプリ投
票所

1/20（水）～3/7（日）

1/12（火）～1/17（日） 伊丹市多文化共生事業「つながる！ひろがる！みんなの文化～ともに生きる
多文化のまち～」

12/12（土）
①10:30
②13:30

人権映画会
①「ハーヴェイ・ミルク」（87分/アメリカ/1984年）
②「ジェンダー・マリアージュ―全米を揺るがした同性婚裁判―」（112分/アメ
リカ/2013年）

定員:各30名
参加費:無料
申込受付中

公民館

1/9（土）～3/7（日）
（本企画展開催中は
9:00開館）

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）、③幼児～小学
生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

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自然素材や段ボールを使った工作広場
③アニメ映画会等のイベントを楽しむことができる広場

12/19（土）、1/16（土）
①9:30～12:00
②10:00～12:00
③11:45～12:15

作品展示

日本遺産認定記念企画展「伊丹郷町と伊丹酒」

平和パネル展「ヒロシマ 消えたかぞく」

12/1（火）、1/5（火）
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

12/16（水）
15:00～15:40

クリスマス会
人形劇など

会場:ことば蔵1階多目的室2
対象・定員:2歳以上50名（先着順）
参加費:無料
申込不要

12/19（土）
9:30～18:00

サンタのおたのしみ袋
中身の見えない袋に入った本3冊を貸し出すイベント。袋についたテーマをヒ
ントに袋を選べます（1人1袋）。

会場:ことば蔵2・3階
対象・定員:80名（先着順。児童書50
袋、一般書30袋）　参加費:無料
申込:図書館利用券持参

1/24（日）
14:00

知的書評合戦「ビブリオバトル」
「生活様式」をテーマに数名の発表者が本のプレゼン合戦をします。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:15名（先着順）
参加費:無料
要申込（来館・電話又は電子申請）

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)



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

平日（冬休み）:12/28（月）、1/4（月）、1/6（水）

定員:各回80名

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

中心市街地関連

1/9（土）10:00～17:00
1/10（日）10:00～16:30

第34回伊丹いけばな展
伊丹市いけばな協会に所属する6流派が、「新春を寿（ことほ）ぐ」をテーマに
華やかで独創的な作品6点を展示します。

会場:図書館ことば蔵1階交流フロア
観覧無料

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！
12/6（日）～12/27（日）「クリスマスのおはなし」
1/10（日）～1/31（日）「ほしぞらどうぶつえん」

12/20（日）
9:00～17:15

クリスマスフェスタ
プラネタリウムや工作などでクリスマスを楽しもう。

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！

開催中～3/7（日）

12/13（日）14:25
1/10（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

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

伊丹市千僧1-1
http://www.city.itami.lg.jp/（市公式HP）　℡ 072-784-8043

1/3（日）～1/18（月） プチ展示「チョウ温室のラン」
お正月恒例企画。一年で最もチョウ温室が美しい16日間。
会場:チョウ温室

プチ展示「モパニワーム～南部アフリカの食用昆虫～」
食べられているガの幼虫について紹介。
会場:2階第2展示室

＜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）

12/17（木）～3/15（月） 企画展「絶滅しそうな昆虫たち」
草原・森林・池沼、さまざまな場所で、姿を消していっている昆虫を紹介。
会場:2階第2展示室

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。

開催中～3/7（日） プラネタリウム レギュラー投影「はやぶさ2～リュウグウへの冒険～」
2014年に地球を出発した小惑星探査機「はやぶさ2」は、小惑星「リュウグウ」
の調査を終え、この冬、地球に戻ってきます。

12/13（日）、1/17（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。）

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

開催中～12/14（月）

12/6（日）
9:00～16:00

第9回伊丹クリスマスマーケット
伊丹市内外の雑貨屋さん、洋服屋さんたちが選んだ、かわいくてお洒落な手
作り雑貨やクリスマスグッズなどを販売します。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。ステージではクリスマスライブもあります。

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
小雨決行（荒天中止）

文化振興課

ひょんたん 



1/23（土）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「短調～オカリナと共に～」
【出演】オルガン:神原のり子さん オカリナ:荒木和美さん
【曲目】協奏曲二短調BWV596 コラール第2番

会場:多目的ホール
定員:45名（先着順、当日整理券配布）
入場無料　全席自由

12/6（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート
「音楽の宝箱～クリスマスを待ちわびて～」
【出演】オルガン:田坂千禎さん ギター:仁子孝史さん・仁子孝史クラッシクギ
ターアンサンブル
【曲名】クリスマスソングメドレー きよしこの夜　他

会場:多目的ホール
定員:45名（先着順、当日整理券配布）
入場無料
全席自由

12/19（土）
18:30～20:30

クリスマスコンサート
【出演】バイオリン:松田淳一さん チェロ:後藤敏子さん オルガン:木谷和子さん
【曲目】カルメン幻想曲 日本の懐かしい旋律北から南へ　他
前売券発売場所:サンシティホール（チケットは前売券のみ。定員に達し次第
販売終了）

会場:多目的ホール
定員:45名
大人1,000円　60歳以上800円
小・中学生500円
全席自由

1/9（土）、1/16（土）
2/6（土）
10:00～12:00

短期陶芸1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:12/26（土）まで

1/10（日）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート
「ユーフォニアムと至極の響きを」
【出演】オルガン:田坂千禎さん ユーフォニアム:安岡やよいさん
【曲名】目覚めよと呼ぶ声あり 生命の奇跡　他

会場:多目的ホール
定員:45名（先着順、当日整理券配布）
入場無料
全席自由

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

◇は、一時保育あり。対象・定員は1歳～就学前まで6名。保育料は1人1回300円。講座開催1週間前までに要予約。

男女共同参画センター ここいろ
伊丹市宮ノ前2-2-2 伊丹商工プラザ5階　（第1・第3を除く）日曜、祝日休館

開館時間9:00～21:00（1月・5月・8月を除く第1・第3日曜は9:00～17:30）
https://itami-kokoiro.jp/　　　℡ 072-781-5516

1/27、2/10、2/24、
3/10の全水曜（全4回）
10:00　◇

女性のためのセルフケア講座～自分自身を大切にするということ～
講師:井山里美さん（NPO法人女性と子どものエンパワメント関西事務局長）

対象・定員:女性20名
参加費:無料
申込:12/1（火）9:00から来館・電話又
はホームページ

12/12（土）13:30
12/18（金）10:00
いずれも同内容　◇

職場でのコミュニケーションスキルUP講座
講師:井山里美さん（NPO法人女性と子どものエンパワメント関西事務局長）

定員:各20名
参加費:無料
申込受付中（来館・電話又はホーム
ページ）

28
(月)

29
(火）

30
(水）

31
(木）

1
(祝)

2
（土)

3
(日)

4
(月)

5
(火)

6
(水)

公民館、青少年センター

昆虫館
サンシティホール
男女共同参画センター ここいろ

は休館日

年末年始休館日

サンシティホールは12/30（水）のみ17:30に閉館。
美術館、工芸センター、伊丹郷町館、ラスタホールの事務所は12/29（火）～1/3（日）、1/5（火）休業。
柿衞文庫の事務所は12/28（月）～1/4（月）休業。
図書館本館「ことば蔵」は1/7（木）図書整理日のため休館（1階交流フロア、4階自習室は利用可）。
図書館南分館はラスタホール改修工事のため休館中。

伊丹アイフォニックホール
きららホール、図書館北分館

令和2年12月 令和3年1月

東リ いたみホール、アイホール
こども文化科学館

博物館、図書館本館「ことば蔵」
ことば蔵ギャラリー
図書館西分室、図書館神津分館


