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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。

会場:大ホール
1階席 3,500円、2階席 3,000円（当日
各500円増）
全席指定

5/24（月）
14:00、17:30
☆

純烈コンサート2021
歌とトークのハートフルなステージをお楽しみください。2018年から「NHK紅白
歌合戦」に3年連続出場するなど人気の4人組が伊丹初登場！

会場:大ホール
5,500円
全席指定

伊丹市伊丹2-4-1　火曜休館
℡ 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。

5/29（土）13:00、17:00 AI･HALL共催公演 焼酎亭 AI･HALL寄席～新緑～
関西小劇場界で活躍する俳優たちによるカジュアルな落語会。役者による古
典落語をどうぞお楽しみに。
【出演】焼酎亭ウーロン（西村朋恵）、焼酎亭神無月（桐山篤）、焼酎亭紅茶
（峯素子）、焼酎亭ちどり（大原哲秀）、焼酎亭八海山（千田訓子）、来離居無
亭檸檬（井田十囲）、近藤ヒデシ、平林之英

【全席自由】
会場:イベントホール ロビー
参加費:1,000円

伊丹市北野4-30　水曜休館（祝日の場合翌日休館）
℡ 072-770-9500

4・5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）
℡ 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、3月22日時点での情報です）

アイホール

きららホール

4/22（木）
19:00
☆

梅津香音（フルート）×陶山咲希（ファゴット）デュオコンサート
楽器の魅力をぐっと身近に感じていただけるソロ演奏とファゴット・フルート・ピ
アノの三重奏によるメンデルスゾーンの大曲“ピアノ三重奏曲　第一番”をお
楽しみください。

会場:6F中ホール
一般 1,500円、学生・20歳未満 500円
（当日各500円増、入場整理番号付
き）　全席自由

5/16（日）
14:00
☆

春風亭一之輔 独演会
幅広いレパートリー、現代風のアレンジを凝らした話芸に、ネタ前の「まくら」も
評判！今最も注目されている落語家、春風亭一之輔の独演会。いよいよ伊丹
初開催です！演目は当日のお楽しみ！

定員:各10名（先着順）
参加費:6,000円（③のみ新規受講の
方はテキスト代別途必要）
申込受付中

4/24～9/4の土曜
（全10回）
10:00～11:30

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。

対象・定員:小学生14名（先着順）
参加費:3,000円　申込受付中

4/13～6/22の火曜
（全10回）

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～8歳児17:30～18:20
③小学3～6年生18:30～19:20

4/3～6/19の土曜
（全6回）
19:00～20:30

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（先
着順）
参加費:4,800円　申込受付中

4/4（日）
10:30～11:20

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。

対象・定員:あんよから就学前の子ど
もとその保護者20組（先着順）
参加費:500円　申込受付中



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）

℡ 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。

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
℡ 072-782-0244

　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。

4/19（月）、5/19（水） 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

伊丹ジュエリーカレッジオープン講座
「基礎を鍛える!こだわりジュエリー制作」
ジュエリー制作において通常バーナーワークは欠かせませんが、なんと今回
は火を使わずに石を留めたり素材同士を繋ぎ止めたり、いつもと違うジュエ
リー制作を楽しみます。金属素材をデザイン通り自在に切り、丁寧にヤスリが
けするなど基本の技術を鍛え、さらには細部のパーツや金具まで自作すれ
ば、メカニックなこだわりジュエリーの完成です。未経験者には道具の使い方
からじっくり指導いたします。経験者もこの機会に基礎技術の向上を目指しま
しょう！
講師:平川文江さん（ジュエリーデザイナー・伊丹ジュエリーカレッジ講師）

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
初心者は工具代別途必要（9,000円程
度）

工芸センター

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。

4/24（土）、5/22（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

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

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。

4/25～6/13の日曜（全
8回）
13:30～16:00

募集中～4/30（金）
当日消印有効

第31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四百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。

2句1組1,000円（句集代及び送料込
み）。定額小為替（無記名）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。

丹波焼陶芸講座
「地元兵庫の陶芸 丹波焼を楽しむ 食卓に映える器つくり」
せっかく地元に歴史ある陶芸の里があるのに、触れる機会があまりないなん
てもったいない！丹波・立杭の窯元が地元以外では入手しにくい立杭の陶土
を使って器つくりをお手伝いします。刷毛目・しのぎ・イッチンなどの伝統技法
にも挑戦して、食卓で映える器を目指しましょう。陶芸が全く初めての方にも、
簡単な作陶から基本までひと通り丁寧に指導いたしますので、ぜひ気軽にご
参加ください。
講師:大上裕さん（陶芸家・昇陽窯窯元）

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:焼成代別途必要

銅版画講座「銅版画からの展開 さまざまな版を試してみよう」
前半は基本的な銅版画技法、手順をベースにして自由に制作を進めます。未
経験者には銅版画の基本的技法を工程からじっくり指導いたします。知識が
全くなくても心配ありません。
後半は、紙や塩ビ板など、様々なものを版として活用します。日々の生活の中
にも版画に活かせる素材がいっぱいです。基礎的なことを覚えたら、いろいろ
な可能性に挑戦してみるのも楽しいもの。ちょっとした工夫で版画の表現方法
が広がっていくかもしれません。
講師:山本善一郎さん（大阪芸術大学美術学科准教授）

会場:東リ いたみホール地下1階工作
室
定員:16名（先着順）
参加費:19,600円（会員15,680円）
材料費:初受講者3,500円 再受講者
1,500円

5/29～7/10の土曜（全
7回）
10:30～15:00

4/2（金）、5/7（金）
13:30

5/7～6/18の金曜（全7
回）
13:30～16:00



5/10（月）19:00

6/21（月）19:00

9/6  (月）19:00

公民館

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）

℡ 072-783-0582

2021年度前期 文化サロン“話題探訪”

第1回 トーク＆コンサート「韓国の語り芸・パンソリを楽しもう！」 定員:各回60名（先着順）
参加費:全3回通し3,000円、各回1,500
円
申込受付中（電話又は来館）

第2回 都市養蜂を通じた「日本の未来を美しくするシゴト」

4/27（火）
～5/5（水・祝）
（5/4（火・祝）は休館）

映像でつづる昭和の記録
懐かしい昭和の時代を当時の映像で振り返ります（ビデオ上映）。全32巻（各
50分程度）を一挙上映。

参加費無料
申込不要

プチ展示「虫のおりがみ」
伊丹市昆虫館オリジナル作品集「虫のおりがみ」シリーズの掲載作品を中心
に、折紙でつくられた昆虫たちを展示します。
会場:2階学習室

伊丹市昆陽池2-1（スワンホール内）　第1・第3月曜休館（祝日の場合翌日休館）
℡ 072-784-8000

＜4/1（木）リニューアルオープン＞
5/19（水）14:00 海外紀行「ロンドンとベルギー・ブリュッセルの散策」

講師がロンドンとベルギーを訪ねた際の感動を伝えます。ロンドンでは、有名
な映画「マイ・フェアレディ」のロケ地を訪れ、オペラを鑑賞しました。ベル
ギー・ブリュッセルでは1958年の万博のシンボルタワー「アトミュウム」を訪問
しました。海外旅行での貴重な体験を、写真などを交えお話しします。
企画:ラスタ海外紀行

会場:ラスタホール3階講座室
定員:25名（先着順、要申込）
参加費:無料

前期:4/29（木・祝）～
6/20（日）
後期:7/1（木）～8/22
（日）

春・夏季合同企画展「伊丹郷町の発展と伊丹酒」
伊丹の酒造業の変遷と発展の歴史を関係資料をもとに紹介。また酒造業によ
り栄えた伊丹郷町の町政や領主・近衞家及び郷町ではぐくまれた文化につい
て展示します。

入場無料

ラスタホール 伊丹市南野2-3-25　火曜休館（祝日の場合翌平日休）
℡ 072-781-8877

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）
℡ 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。

第3回 家紋はお守り～千年の想いを未来へ～
5/15、5/29、6/12、
6/26、7/10、7/17の
土曜（全6回）
14:00～15:30
日程変更の可能性有

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「ルネサンスギター製作講座」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。ギターは、ルネサンスギター用に調弦して演奏します。

定員15名（最小催行人数7名）
参加費:12,000円

5/8（土）9:30～17:00、
5/9（日）9:30～16:00（予
定）

公民館まつり
作品展示や舞台発表、ロビーコンサート、オンライン発表など、公民館グルー
プが日々の活動成果を発表します。探していた“やりたいこと”が見つかるか
も?!

入場無料
申込不要

＜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）

伊丹市昆虫館×箕面公園昆虫館2館合同
魅惑のいもむし・けむし展
たくさんのいもむしとけむしの魅力がつまった企画展。箕面公園昆虫館との合
同開催で、さらに充実した内容でお届けします。
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）
℡ 072-785-3582

3/31（水）～7/19（月）

4/14（水）～7/5（月）



4/6（火）～4/11（日） 絵画・写真・書・彫刻・工芸

4/24（土）～5/20（木） パネル展示

5/26（水）～5/30（日） 応募作品展示

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

℡ 784-8170(「ことば蔵」交流･貸室担当)

4/2（金）～4/15（木） 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:6月生まれの小学生3名
（先着順）　参加費:無料
申込:図書館利用券要

会場:ことば蔵2階
対象・定員:5月生まれの小学生3名
（先着順）　参加費:無料
申込:図書館利用券要

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

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。

4/21（水）
18:30

おすすめ本の交換会 カエボン部
テーマに沿ったおすすめの本を持ち寄ってゆったりトーク。気になる本があれ
ばその場で交換（カエボン）も。4月のテーマは「桜」です。

会場:ことば蔵1階交流フロア
定員:8名（先着順）
参加費:無料　申込不要

4/23（金）
～5/12（水）

春の読書ビンゴ
図書館で借りた本を読んでビンゴを目指します。全部のマスが埋まるとプレゼ
ントがあります。

5/1（土）～5/15（土）

4/15（木）～なくなり次
第終了

5/22（土）
12:00～24:00
時間は参加店により異
なります。

第24回伊丹まちなかバル
「清酒発祥の地 伊丹」が誇る食べ歩き・飲み歩きのイベント。中心市街地の
飲食店がご用意したバルメニュー（自慢の一品とワンドリンク）を存分に楽しめ
ます。
＜バルチケットのご案内＞
前売り3,500円（5枚綴り）、当日4,000円（5枚綴り）、800円（1枚）
チケット販売場所・参加店舗等はホームページ（http://itamibar.com/）をご覧
ください。

会場:三軒寺前広場（総合インフォメー
ション）
参加飲食店90店
問合せ先:伊丹まち未来(株)
電話:072-773-8889（平日9:00～
17:30）

中心市街地関連 伊丹市千僧1-1　まちなかにぎわい課
℡ 072-784-8068

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
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4/1（木）リニューアルオープン。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

令和3年度伊丹市歯・口の健康に関する図画・標語入ポスターコンクール

伊丹市立博物館出張展示「明倫堂と橋本香坡」

図書館

4/18（日）、5/16（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。）

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

4/6（火）、
5/4（火・祝）
10:30～11:00

本の通帳の配布
この通帳には、あなたが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。2022年3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:0歳～小学生1,000名（先
着順）　参加費:無料
申込:図書館利用券要

会場:ことば蔵2階
対象・定員:小学生50名（先着順）
参加費:無料
申込:図書館利用券要

5/16（日）
14:00

知的書評合戦「ビブリオバトル」
「旅」をテーマにした、数名の発表者による本のプレゼン合戦。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:15名（先着順）
参加費:無料
要申込（電話、来館又は電子申請）

第44回働美協会展



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）

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～5/31（月）

伊丹市桑津3-1-36　火・祝日の振替日・番組入替期間休館
℡ 072-784-1222こども文化科学館

4/16（金）
18:30～20:00
◇

身体と心をととのえる「椅子ヨガ」
身体を動かすことが苦手な人も出来る「椅子ヨガ」で、呼吸法や心身のリラック
ス法などを学びましょう。
講師:冨田 あかりさん（ヨガインストラクター）

定員:15名（先着順）
参加費:無料
申込:電話・来館又はホームページ

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）
℡ 072-781-5516

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を楽しむ時間。プラネタリウムデビューに！
4/4（日）～5/16（日）「お星さま みぃつけた」
5/23（日）～7/11（日）「たなばたのおはなし」

春の企画展「発見！世界の天文ミステリー」
あの古代遺跡や世界遺産が太陽や星と関係があるってホント？世界の天文
ミステリーを楽しもう！

開催中～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

毎月第2・4日曜
14:25

ここいろ ジェンダー講座
身近な疑問・関心事から、ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）につ
いて考えてみましょう。興味のある講座のみの受講も可能です。
①ジェンダーとは ～コロナとジェンダー格差～
講師:田上 時子さん(NPO法人女性と子どものエンパワメント関西理事長)
②自分らしく生きることとは ～LGBTってなんだろう？～
講師:藤原 直さん（LGBT活動家）
③誰ひとり取り残さないスポーツであるために ～体育・スポーツに潜
むジェンダー課題～
講師:井谷 惠子さん（京都教育大学名誉教授）

定員:20名（先着順）
参加費:いずれも無料
申込:4/1（木）9:00から電話・来館又は
ホームページ

伊丹市中野西1-148-1　火曜休館
℡ 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。

①5/13（木）
②5/20（木）
③5/27（木）
各回10:00
◇

5/1、5/8、5/22の土曜
10:00～12:00

短期陶芸教室（5月）
2時間×3回（3日間コース）。1・2回目で作陶し、最終回に絵付け・釉薬を行
う。

会場:陶芸室
対象・定員:中学生以上の伊丹市民15
名
材料費:1,000円　申込:4/25（日）まで

5/6～R5.3/9の木曜、
R5.3/10（金）
9:30～12:00

2年制木彫教室
木彫の魅力をたっぷり学ぶ（年間40回×2年間）。初心者の方でも、みっちり勉
強すれば、オリジナルのすばらしい作品が制作出来るようになります。

会場:木彫室
対象・定員:60歳以上の伊丹市民15名
参加費:年間8,000円（教材費別途必
要）　申込:4/25（日）まで

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。

サンシティホール

ひょんたん



児童会館こらくる 伊丹市御願塚6-1-1　火曜休館
℡　072-767-7676

4/3（土）
13:30～14:30

4/4（日）
10:30～12:00

あつまれ！新一年生
ゲーム等を通して集団ルール・マナーを学ぶ。同時にこらくるの利用方法を知
る。

対象・定員:新小学1年生15名（先着
順）　参加費:無料
申込:電話又は来館

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
4月「お母さんが迷子になりました」　森田 満里子さん　作
5月「春子のお気に入り洗濯機」　中村 チヨ子さん　作

通信料のみ
電話番号072-772-6155又は072-
772-6156（ホームページでも聴講可）

こらくるのキッズサバイバー講座
クイズ等で減災行動を理解し、自分の命を守る大切さを学ぶ。
講師:宮﨑 涼二さん（防災士イタミライフキーパー代表）

対象・定員:幼児～小学生とその保護
者7組（先着順）　参加費:無料
申込:電話又は来館

①4/8（木）
②4/15（木）
14:30、16:00

こらくるでからだあそび！
①むかしあそび　②新聞紙あそび

対象・定員:幼児～小学生15名（先着
順）　参加費:無料
申込不要

4/7（水）10:30
4/9（金）16:00

お花のリースつくろう！
身近な材料を使って、春らしいお花のリースを制作します。

対象・定員:幼児～小学生6名（先着
順）　参加費:無料
申込不要

4/15（木）、5/20（木）、
6/17（木）
10:00～11:30

ベビーヨガ＆マッサージ
親子でリラックスタイムを。助産師さんからのアドバイスもいただけます。
講師:小山 千里さん（助産師）

対象・定員:0歳児とその保護者6組（先
着順）　参加費:無料（材料費別）
申込:電話又は来館

4/29（木･祝）
14:00～14:45

おたんじょうかい
3月・4月生まれのお誕生会。お祝いしたい人も集合！「りんりんマミーズ」によ
るお楽しみ会を開催します。

対象・定員:幼児～小学生その保護者
25名（先着順）　参加費:無料
申込不要

4/17（土）、4/25（日）
11:00～11:30

絵本を楽しもう！
絵本・紙芝居の読み聞かせ

対象・定員:幼児とその保護者8組（先
着順）　参加費:無料
申込不要

4/19（月）、5/24（月）
16:00～16:30

みんなでうたおう！
ソーシャルディスタンスをとりながら、声を揃えて歌いましょう。リクエストもでき
ます。

対象・定員:幼児～小学生20名（先着
順）　参加費:無料
申込不要

4/26（月）、5/31（月）
10:30～11:15

こらくるでリズムあそび
楽器を使って、親子でリズム遊びを楽しみましょう。

対象・定員:2・3歳児とその保護者6組
（先着順）　参加費:無料
申込:電話又は来館


