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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。

3/20（土・祝）
13:00、17:00
3/21（日）
11:00、15:00
☆

振り袖講談「怪人二十面相vs宮本武蔵」
北村想の小説「怪人二十面相・伝」の講談版と、武芸ものの決定版、生涯無
敗を誇る「宮本武蔵」による講談対決！
【出演】船戸 香里、瀬古 なおき

会場:4階大和室　全席自由
参加費:2,000円（3/20（土・祝）17:00は
1,800円）
申込・問合せ:振り袖講談（090-3922-
1204）　要事前予約、当日会場精算

2・3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、1月25日時点での情報です）

2/5（金）
19:00

DOING！DOING！2021 市民企画公募事業
いたみできいてみて シャンソンライブ
音楽の美しさと言葉の持つメッセージを歌い語るシャンソンに、是非、お気楽・
お気軽に触れてみてください。

会場:B1階多目的ホール
整理番号付自由席
一般1,000円、高校生以下500円

2/6（土）
11:00、13:00

DOING！DOING！2021 市民企画公募事業
あったかファミリー演劇公演 王様と心の門番
幼少期の親子関係や教育による人間形成への影響をコミカル・ファンタジック
に描いた、あったかファミリーオリジナルの物語。

会場:B1階多目的ホール
整理番号付自由席
入場無料（要整理券）

開催中～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

開催中～2/7（日）
最終日は17:00まで

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

3/3（水）～3/8（月）

2/6（土）
18:00

DOING！DOING！2021 市民企画公募事業
Baranashi Live "Rock'n'roll collection"（バラナシーライブ ロックン
ロールコレクション）
ジャズ・スタンダードを演奏することが多い編成で、ビートルズ、オアシスなど、
歴史的なロックバンドの曲を演奏。

会場:B1階多目的ホール
整理番号付自由席
一般2,000円
学生・20歳未満1,500円

2/20（土）
10:00～18:00

ピアノを弾こうよ！ピアノひいてみ亭（てい）な～♪vol.3
1階ロビーに1日ピアノを置いて一般に開放。また、ミニコンサートも開催。

会場:1階エントランスホール
全席自由
参加・観覧無料（申込不要）

2/28（日）
14:00

田尻洋一 伊丹トーク＆ピアノ 《最終回》
20年余りにわたって続いてきた田尻洋一のピアノコンサートシリーズ最終回。
ベートーヴェン、ショパンなどの名曲をお楽しみください。
【予定曲目】J.シュトラウス:「こうもり」序曲（田尻編）、ショパン:ピアノソナタ 第2
番「葬送行進曲付き」、ベートーベン:ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」（田尻編）
他。

会場:大ホール　全席指定
一般3,000円
小学生以上・シルバー（60歳以上）
2,500円
子ども（4歳以上）1,500円
4歳未満入場不可

3/12（金）
18:30
☆

桂米朝一門 いたみ寄席
20年以上に渡り、愛されるいたみ寄席。生落語の醍醐味を味わえる公演。
【出演】桂 宗助、桂 南天、桂 あさ吉、桂 小鯛、桂 二豆

会場:B1階多目的ホール
整理番号付自由席　定員:75名
前売2,000円、当日2,200円
申込受付中

伊丹市芸術家協会展
伊丹市芸術家協会会員による絵画（洋画・日本画）、彫刻、工芸、書、写真、
デザインを展示。

会場:6階中ホール
入場無料
問合せ:市文化振興課（072-784-
8043）



☆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。

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。

アイホール

きららホール

2/13（土）
2/14（日）
11:00～15:00

2/15（月）
18:30

文化サロン“話題探訪”「身体から始まる演劇 ～マイムの使い方～」
フランス・パリにある「ジャック・ルコック国際演劇学校」は、仮面劇やアクロ
バットなど、様々な身体表現とその方法論を中心に、独自の演劇教育法を広
く教えています。今回は、自身もジャック・ルコック国際演劇学校の卒業生であ
る講師が、身体表現の中でも重要な要素の一つである「マイム」を中心に、演
劇におけるマイムの必要性や役割、様々な動きの種類について、写真や映像
を交えて詳しくお話します。
講師:盛 加代子さん（近畿大学舞台芸術専攻教授）

会場:小ホール1
参加費:1,500円
キャンセル待ちで申込受付中

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。

AI・HALL提携公演 劇団チョコレートケーキ『帰還不能点』
劇団チョコレートケーキが約4年ぶりにアイホールに登場。第二次世界大戦
下、首相と外相の蛮勇による失策と、「帰還不能点」となった南部仏印進駐に
よって、大日本帝国を破滅させてしまった文官たちの物語を描きます。

【全席指定】
前売3,800円（当日4,000円）
25歳以下2,000円
高校生以下1,000円
25歳以下と高校生以下は同劇団
（info@geki-choco.com）で要予約、枚
数限定。

3/13（土）13:30、18:00
3/14（日）13:30

2/5（金）19:00
2/6（土）14:00、18:00
2/7（日）14:00、18:00
（18:00回は終演後ﾎﾟｽﾄ
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾄｰｸあり）
2/8（月）14:00

AI・HALL共催公演 青年団『眠れない夜なんてない』
1988年、マレーシアの日本人向けリゾート地で日本を離れて暮らす人々。定
年移住、新しい形のひきこもり、日本離脱…、国際化の最先端か、新しい棄民
か。2008年初演以来、初の再演にご期待ください。

【日時指定・全席自由】
一般3,000円
ユース・シニア2,000円
高校生以下1,500円

AI・HALL自主企画「みんなの劇場」こどもプログラム
『かむじゆうのぼうけん～うみのしゃぼんだま～』
毎回好評の参加型演劇公演『かむじゆうのぼうけん』がまたまた登場！ お話
の主人公“かむじゆう”と一緒に、工作やダンスをしながら1日楽しく過ごしてみ
ませんか。今回のテーマは“海”。劇場に広がる海の世界へ飛び込もう！

【日時指定】
16歳以上1,000円（当日1,200円）
4歳以上500円（当日700円）
4歳未満のお子様は要保護者同伴
（保護者1名につき1名まで無料）

3/7（日）
14:00
☆

「イリーナ・メジューエワ　ピアノリサイタル」
ドイツ古典派からショパンまで、多岐に及ぶレパートリーを持ち、高度なテク
ニックと洗練された表現力から生まれる麗しい音色をお愉しみください。
【出演】イリーナ・メジューエワさん
【使用ピアノ】1925年製ニューヨーク・スタインウェイCD135（日本ピアノサービ
ス株式会社 所有）
【予定曲目】フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816／J.S.バッハ、英雄ポロネー
ズ 変イ長調 Op.53／F.ショパン　他

一般前売:3,500円（当日4,000円）
学生前売:2,000円（当日2,500円）
全席指定

3/28（日）
14:00
☆

伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団 「名曲コンサートvol.30」
指揮:加藤 完二さん
曲目:交響的物語「ピーターと狼」／S.プロコフィエフ　他

一般:1,500円
高校生以下:500円
チケット発売:2/26（金）から来館又は
電話
全席自由

2/28（日）
14:00

きらら寄席
実力派のアマチュア落語家による毎年恒例の「きらら寄席」。
出演:虎乃家光甲（とらのや みつこう）、他　お囃子:邦楽の会 和奏伎

入場無料　要申込
申込:2/7（日）から来館又は電話

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

3/2（火）
10:00～12:00

ココロ癒しのパステルアート「ブルーデイジー」
パステルの粉で、コットンを使って描くことで、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なる」パステルアートを描いてみません
か。

定員:8名
参加費:1,000円（材料費込）
申込:2/2（火）から来館又は電話



2/27（土）
13:30

第17回鬼貫青春俳句大賞 公開選考会・表彰式
若い俳人の登竜門となるべく設けられた同賞の選考を公開で行います。選考
委員による選考過程を目の前でご覧いただけるまたとない機会です。選考委
員と来場者によるフリートークもありますので、お気軽にご参加ください。
選考委員:稲畑 廣太郎さん（「ホトトギス」主宰）、塩見 恵介さん（俳人）、山本
純子さん（詩人）、伊丹 晃さん（伊丹青年会議所専務理事）、岡田 麗（柿衞文
庫館長）

会場:東リ いたみホール6階中ホール
定員:50名（要申込）
聴講無料

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

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。

俳句ラボ
講師:塩見 恵介さん
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（3月は2階カルチャールームA）
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

2/27（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 信夫さん

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

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。

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

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。初心者大歓迎！
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

　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。

2/14（日）、3/14（日）
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。

2/21（日）、3/14（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。）

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。

入館無料開催中～3/7（日）
（本企画展開催中は
9:00開館）

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

2/19（金）、3/19（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

かきもり文化カレッジ

3/5（金）
13:30

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

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



3/10（水）～3/31（水） 造形

2/26（金）
18:30

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「恋」です。

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）

3/6（土）
①10:30～12:10頃
②13:00～14:10頃

開催中～3/7（日）

「75歳でまだこども」白石卓也の世界

2/2（火）、3/2（火）
10:30～11:00

3/2（火）～3/14（日）

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。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
参加費:無料
申込:図書館利用券要

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

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

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

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～3/15（月）

プチ展示「てんとうむし」
いろいろなもようのあるてんとうむし。その魅力を紹介。
会場:1階特別展示室

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

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)

2/2（火）～2/14（日）

定員:各30名
参加費:①②通しで1,000円（1作品の
みは600円）
申込受付中

SDGｓ映画会
①「LIGHT UP NIPPON～日本を照らした奇跡の花火～」（99分/2012年/日
本）
②「幸せの経済学」（68分/2010年/アメリカ他）

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。

第18回伊丹子ども市展
子どもたちによる絵画・書の2部門の入賞・入選作品を展示します。

無料
入退場自由

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

2/19（金）
～2/23（火・祝）
9:30～17:30

2/6（土）
①10:30～12:20頃
②13:00～14:00頃

SDGｓ映画会
①「ワンダーランド北朝鮮」（109分/2016年/ドイツ・北朝鮮）
②「ハッピー・リトル・アイランド～長寿で豊かなギリシャの島で～」（52分/2013
年/ギリシャ）

定員:各30名
参加費:①②通しで1,000円（1作品の
みは600円）
申込受付中

公民館

プチ展示「友の会活動紹介」
伊丹市昆虫館友の会の活動等を紹介します。
会場:1階特別展示室

2/3（水）
～2/23（火・祝）

＜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）

開催中～3/15（月）

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

作品展示

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。

会場:ことば蔵2階
対象・定員:4月生まれの小学生3人
（先着順）　参加費:無料
申込:図書館利用券要

2/13（土）
14:00

会場:ことば蔵1階交流フロア
定員:先着10名
参加費:無料
要申込（電話又は来館）

会場:ことば蔵2階
対象・定員:3月生まれの小学生3人
（先着順）　参加費:無料
申込:図書館利用券要

気になる本で話そう
『これからの男の子たちへ「男らしさ」から自由になるためのレッスン』（太田啓
子/著）を題材に、参加者で語り合いましょう。



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（春休み）:3/26（金）～4/5（月）

定員:各回70名

定員:各70名
参加費:無料
当日9:00から整理券配布

開催中～3/7（日）

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！
2/7（日）～2/28（日）「空のペンキ屋」
3/7（日）～3/28（日）「レイラと星のランプ」

3/6（土）、3/7（日）
12:20

春の企画展「テーマ:天文ミステリー」

2/27（土）18:30

3/13（土）～5/31（月）

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

2/14（日）14:25、
3/14（日）14:25

市民企画プラネタリウム
星空に癒しの音が響くライブイベント「シンギングボウルが奏でる宇宙の音
色」
演奏:たかや和世さん

こども文化科学館

東日本大震災関連プラネタリウム番組「星よりも、遠くへ」
震災の日の星空と被災者との繋がりを描いたプラネタリウム版ドキュメンタ
リー（仙台市天文台提供番組）。

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！

定員:50名（先着順）
参加費:500円
申込:2/3（水）10:00から電話
未就学児は入場不可

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

＜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）
3/13（土）～5/31（月）

プラネタリウム 冬のレギュラー投影「はやぶさ2～リュウグウへの冒
険～」
プラネタリウム 春のレギュラー投影「モアイと見上げる南半球の星
空」
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。

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

4月～原則第4木曜
10:30～12:00

音楽夢物語
古今東西、宝塚からブロードウェイ、各国の音楽映画などの作品をホールの
大画面で鑑賞し、先生の解説で理解を深め、楽しめる講座です。半年ごとに
更新していただく通年講座です。

定員:30名
参加費:6ヶ月3,300円
1回限り見学無料
申込:3/1（月）から同センターで受付

神津福祉センター
伊丹市森本1-8-19(K-maisonときめき併設)　火曜休館

開館時間 9:00～21:00（日祝は17:30まで）
http://www.kyodo-no-sono.or.jp/facility/tokimeki.html　　　℡　072-777-1022

4月～原則第2・4金曜
13:00～15:00

実用書道Ⅱ
毛筆、硬筆問わず、目的や希望に合わせた指導が受けられるので、上達が
実感でき、成果を生活の様々な場面で活かしていただけます。3ヶ月ごとに更
新していただく通年講座です。

定員:12名
参加費:3ヶ月4,620円
1回限り見学無料
申込:3/1（月）から同センターで受付

4月～原則第2・4月曜
9:00～10:30

大正琴
ある程度経験のある方が対象の講座です。なじみのある曲、名曲にトライしな
がら腕を磨きます。講座用の楽器は当センターで準備します。3ヶ月ごとに更
新していただく通年講座です。

定員:9名
参加費:3ヶ月4,620円
1回限り見学無料
申込:3/1（月）から同センターで受付

4月～原則第2・4月曜
10:30～12:00

大正琴　初級
入門編の講座です。大正琴の演奏の基礎から教わりながら色々な曲の習得
を目指します。講座用の楽器は当センターで準備します。初心者歓迎。3ヶ月
ごとに更新していただく通年講座です。

定員:9名
参加費:3ヶ月4,620円
1回限り見学無料
申込:3/1（月）から同センターで受付

4月～原則第1木曜
10:00～12:00

フラワーアレンジメント講座
まちのお花屋さんが、季節のお花、素材を選んでくださいます。様々な器に工
夫を凝らしたアレンジを楽しみながら学べる講座です。初心者歓迎。半年ごと
に更新していただく通年講座です。

定員:13名　　1回限り見学無料
参加費:6ヶ月4,620円
別途お花代が必要です。
申込:3/1（月）から同センターで受付

ひょんたん



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

ここいろ ミモザの日
3/8（月）は国連が定めた「国際女性デー（International Women's Day）」で、「ミ
モザの日」とも呼ばれます。「ここいろ ミモザの日」としてイベントを開催しま
す。

参加費:いずれも無料
各講座の申込:2/1（月）9:00から来館・
電話又はホームページ（いずれも先着
順）

2/6（土）
14:00～15:30

中高生のためのワークショップ デートDV暴力防止プログラム
～暴力にあっていい人は一人もいない～
「デートDV」は、カップル間で起こる暴力の事で、誰にでも起こりえる身近な問
題です。暴力とは、力の強い側から弱い側に対して、自分の力を乱用すること
です。「デートDVの被害者にも加害者にもならない」とは、どういうことでしょう
か。怒りを感じたときにはどうしたらいいのか、今、恋人がいる人もいない人
も、一緒に考えてみませんか。暴力を許さない大人からのメッセージです。
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:中・高校生20名
参加費:無料
申込受付中（来館・電話又はホーム
ページ）

3/7（日）
12:15～13:00

2/7（日）
12:15～13:00

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

2/20（土）
12:15～13:00

パイプオルガン・プロムナードコンサート「オルガンと金管楽器の響
き」
【出演】トランペット:八木 裕貴さん、バリトン:曽我 香織さん、オルガン瀬尾 千
絵さん
【曲目】トリオソナタ第1番BWV525、バッサカリア ハ短調BWV582　他

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

スプリングコンサート「西洋音楽事始め」～はじまりは唱歌から～
【出演】ソプラノ:松永 栄子さん、オルガン:田坂 千禎さん、語り:櫻井 直子さん
【曲名】蝶々、からたちの花　他

会場:多目的ホール　全席自由
定員:45人
大人1,000円、60歳以上800円、
小・中学生500円
2/15（月）から前売り券のみ発売予定

サンシティホール

サンシ亭「元気寄席」～故郷の街をともに生きる～シリーズ第17回
【出演】風流亭半丸、戎家ぱんだ、海雪堂青凌、末成亭鈴童、桂白鹿(スペ
シャルゲスト)

会場:2階多目的室　全席自由
定員:24名（先着順、当日整理券配布）
入場無料

パイプオルガン・プロムナードコンサート「春に向かって」
【出演】ソプラノ:高島 依子さん、メゾソプラノ:永松 圭子さん、オルガン:橘 由美
子さん
【曲目】私のいとしいお父さま、スタンド・アローン　他

3/7（日）
10:00～16:30

センター登録グループによる展示
登録グループ（むこがわCAP、NPO法人あなたらしくをサポート）の活動紹介

3/27（土）
13:00～14:30

「60歳からの朗読」発表会
大人も子供も感動する友情の物語、朗読劇「嵐の夜に」。

会場:多目的ホール　全席自由
定員:30名（先着順、当日整理券配布）
入場無料

3/7（日）
13:30～16:15

映画上映＆古居みずえ監督トーク「飯舘村の母ちゃんたち土ととも
に」
福島第一原発事故後のへこたれない母ちゃんたちの愛しき友情ストーリー。
講師:古居 みずえさん（映画監督 フォトジャーナリスト）

定員:30名

3/7（日）
14:00～16:00

命を守る 減災ワークショップ～助けられる人から、助ける人になる～
3つの減災行動「シェイクアウト、ハザードマップ、セーフティーゾーン」で大切
な自分の命を守り、心臓マッサージ、AEDの体験で大切な人の命を助けましょ
う。
講師:宮﨑 涼二さん（防災士、イタミライフキーパー代表）

定員:20名

3/7（日）
10:15～10:45
11:15～11:45
いずれも同内容

人形劇『ブレーメンの音楽隊』、手作り楽器演奏『山の音楽家』
出演:ボランティアグループ ランチボックス

対象・定員:親子各10組

3/7（日）
10:00～12:00

似顔絵ワークショップ
誰でも描ける！ぱっと描ける！似顔絵です。モンタージュから挑戦してみま
しょう。
講師:中谷 裕子さん（似顔絵師 伊丹市立美術館スタッフ）

対象・定員:小学生以上20名

パイプオルガン・プロムナードコンサート
【出演】ヴァイオリン:松田 淳一さん、ヴィオラ:柳浦 香澄さん、チェロ:後藤 敏子
さん、オルガン:木谷 和子さん
【曲目】ブランデンブルク協奏曲第5番より、G線上のアリア　他

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

3/20（土・祝）
18:00～19:45

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

2/21（日）
10:00～12:00


