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【注意】

☆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。

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

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/KOMINKAN/index.html

Tel 072-784-8000

対象:0歳～就学前の子とその保護者
参加費:無料
申込:不要

7/22（祝・木）
①13:00～14:00 ②14:00
～15:00 ③15:00～16:00
④16:00～17:00

すぽ・ぷれ　スワンピック2021
クラブ体験コーナー（綱引き、空手、バスケットボール、バドミントン、茶道、太
鼓）、親子で楽しもう！生き物の世界（生き物のアニメ映像とデジタル紙芝居）、
映像＆体験型おばけ屋敷、こうさくコーナーなど。

定員:各50名（先着順）
参加費:無料
申込:7/7（水）～ホームページにて受付
（①～④のうち参加希望時間を選択）

6/9・23、7/14・28（水）
【午前の部】10:00～
12:00 【午後の部】13:30
～15:00

子育てサロン
親子で集まって、自由に工作やお絵描きをしたり、わらべ歌を歌ったり、子育て
に関する情報交換などをして一緒に楽しく過ごしましょう。

JUNE/JULY　6・7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/　　　Tel 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。

6/19（土）
10:15、13:30、16:45

仮面ライダースーパーライブ2021
レーザーや照明、音響機器を駆使した“ライブ”ならではの演出で迫力満点！
仮面ライダーセイバーはもちろん、仮面ライダーゼロワンや歴代の仮面ライ
ダーも多数登場！完全オリジナルストーリーで、テレビや映画とは一味違った
仮面ライダーの活躍が見られます。目の前で繰り広げられる超絶バトルに大興
奮間違いなしです！

会場:大ホール
一般:3,000円
中学生以下:2,500円
全席指定
3歳未満のお子様は保護者1名につき
1名まで膝上鑑賞無料

6/24（木）
19:00
☆

ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル　コンサート
ジャズや吹奏楽などで花形楽器として人気の高いサクソフォン。
6種類のサクソフォンのみで構成されたアンサンブルによる名曲コンサートをお
届けします。
【演奏予定曲目】ボレロ（ラヴェル作曲）、『レ・ミゼラブル』セレクション　他

会場:中ホール
2,000円
全席自由（整理番号付チケット）

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、5月24日時点での情報です）

6/26（土）
13:30

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」
グリム童話の中でも子どもたちが大好きなお話のひとつ「7ひきのこやぎと狼」。
愛らしい人形たちと、親しみやすくリズミカルなミュージカルナンバーで、「動く絵
本」のようなメルヘンいっぱいの舞台にしてお届けします。ご家族そろってお楽
しみください。

会場:大ホール
前売2,500円
当日3,000円
全席指定
3歳未満のお子様は保護者1名につき
1名まで膝上鑑賞無料

市民ピアノリレーコンサート2021
3台のピアノと約100組の奏者が登場！ソロ演奏だけでなく、連弾、 複数のピア
ノを使った演奏、鍵盤ハーモニカ、トロンボーン、打楽器、チャイムツリー、バイ
オリンとの協奏など。12:00頃からホワイエにてロビーコンサートもあり。

会場:大ホール
入場無料
全席自由

7/10（土）
9:30～19:00
（終演時間は予定）

会場:中ホール
前売1,800円
当日2,300円
全席自由（整理番号付チケット）
就学前のお子様は保護者1名につき1
名まで膝上鑑賞無料

ともしび歌声喫茶コンサートvol.3
歌い交わして67年目。東京新宿「歌声喫茶ともしび」の出前コンサート！
好評第3弾！！
おまたせしました。今だからこそ、声と心を合わせて。歌は生きる力です。
【曲目例】上を向いて歩こう、少年時代、山のロザリア　他
【出演者】うたと司会:寺谷宏、津田伸子　ピアノ:小松原奈々子

7/19（月）
13:00、16:30



☆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。

AI・HALL共催公演 次世代応援企画break a leg
遊劇舞台二月病『sandglass』
「次世代応援企画break a leg」今年度第一弾は、1945年、終戦直後に起こった
実際の事件をモチーフに、被害者・加害者それぞれの視点から描く意欲作。

【日時指定】
一般前売2,800円（当日3,300円）
25歳以下（前売・当日共）2,200円

7/9（金）19:30
7/10（土）15:00、19:00
7/11（日）12:00、16:00

AI・HALL協力公演
RABBIT HEART PROJECT『ファンタジーのつくりかた』
フル・オーディションで選ばれたキャストで送る、ファンタジー作品を上演。3人
の少女の物語が一つになる時、世界が回りだす！ 感動の青春群像劇にご期
待ください。

【全席指定】
前売3,500円（当日4,000円）
学生2,500円

アイホール

博物館
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・近衛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

aiphonic地球音楽プログラム
「バロックの幕開け～イタリア古楽への旅」　歌、リコーダー、リュート、
鍵盤楽器によるイタリア初期バロックの愉しみ
16世紀後半、新しい響きを創り出したイタリアの「初期バロック」の作品を中心
に、4人のスペシャリストが奏でる美しくも斬新な旋律をご堪能ください。
出演:平井満美子(歌)、太田光子(リコーダー)、秋山裕子(チェンバロ、オルガ
ン)、佐野健二(リュート、バロックギター、バスガンバ)

【全席指定席】
一般:3,000円
学生:2,000円
（当日各500円増）

7/3（土）
14:00
☆

【全席指定】
一般前売2,800円（当日3,300円）
ペア割（前売のみ） 5,000円
不労者割（大学院生以下）1,999円
超不労者割（高校生以下）999円

6/5（土）
15:00
☆

開館30周年記念公演 aiphonic地球音楽プログラム
「4つの国の音楽　イタリア×中国×ペルー×ブルキナファソ」
日本を拠点に活躍する各国のアーティスト４組を迎え、魂揺さぶる伝統的サウ
ンドと出演者同士によるコラボ演奏をお届けします。国境の枠を越えたステー
ジをお楽しみください！
出演:アレックス[イタリア/マンドリン]（共演:岡崎泰正[ギター]）、戴茜(ダイチェ
ン)[中国/古筝]、ワイキス[ペルー/フォルクローレ]、ミロゴ・ベノワ[ブルキナファ
ソ/ジャンベ他]

【全席指定席】
一般:4,000円
学生:2,500円
（当日各500円増）
セット券:5,500円
（一般・学生各1枚。前売のみ）

6/21（月）
19:00
☆

文化サロン“話題探訪”
都市養蜂を通じた「日本の未来を美しくするシゴト」
都市養蜂を通じた緑化活動、食育や環境教育、地域コミュニティ作りなどの活
動や、太古から紡がれてきたミツバチのロマン、国連サミットで採択された「持
続可能な開発目標(SDGｓ)」実現に向けての取組について紹介します。
講師:小丸和弘（NPO法人梅田ミツバチプロジェクト理事長、都市養蜂家）

定員:60名
参加費:1,500円

7/17（土）
15:00、19:00
7/18（日）
11:00、15:00

AI・HALL共催公演　次世代応援企画break a leg
劇団不労社『畜生たちの楽園』
とある集団農園を舞台に、崩壊する共同体と令和の時代の“信仰”を描いた
“暗黒喜劇”。 ※本公演は12歳未満の小学生の観劇には保護者からの助言や
指導が必要になります。

伊丹市伊丹2-4-1　火曜休館
http://www.aihall.com/　　　Tel 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。

7/3（土）
14:00、19:00
7/4（日）
12:00、17:00

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/　　　Tel 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。

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）

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDMUSEUM/index.html　　Tel 072-783-0582

前期：開催中～6/20
（日）
後期：7/1（木）～8/22
（日）



7/19～8/30の月曜（全7
回）
13:30～16:00
（8/9のみ10:30～16:30）

陶芸講座「色化粧と練り込みでカラフルな器」
5色の顔料で色付けした土を使い、色化粧と練り込みを楽しみましょう。陶芸が
全く初めての方には基本的な器の形成から指導いたします。お気軽にご参加く
ださい。もちろん経験者の方も大歓迎。楽しく制作する手助けをいたします。
講師:清水一二（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:土代5㎏分無料（以降100円/
㎏）、焼成代別途必要

8/22～10/24の日曜（全
8回）（9/12、10/3を除
く）
14:00～16:30

伊丹ジュエリーカレッジオープン講座
「オリジナルのリング＆ペンダントトップ」
初心者はワックスを使用したリングやペンダントトップ、経験者は古代イタリア
の鋳造方法によるアンティークジュエリーを創作。個性的なジュエリーがお好き
な方、ものづくりを通して日常を楽しみたい方にオススメです。
講師:北川愛子（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

5/28～7/9の金曜（全7
回）
13:30～16:00

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」
歴史ある陶芸の里、丹波・立杭の窯元が器つくりをお手伝い！入手しにくい立
杭の陶土を使って食卓で映える器をつくりませんか？刷毛目・しのぎ・イッチン
など伝統技法も学べます。初心者歓迎、お気軽にご参加ください。
講師:大上 裕（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

6/20～8/8の日曜（全8
回）
13:30～16:00

木口木版画講座「細密描写の世界」
イギリスで誕生した木口木版画は、18世紀以降に書籍・雑誌の挿絵で親しまれ
た美しい細密描写が魅力の版画技法です。専用の彫刻刀・ビュランを使って
じっくりと仕上げていきます。経験者は自由制作もできます。
講師:齋藤 修（版画家・（社）日本版画協会会員）

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

①7/4（日）
②8/8（日）
各回14:00～15:30

伊丹ジュエリーカレッジ特別セミナー
「宝石のおはなし～宝石をもっと身近に楽しむために」
①7/4（日）は、宝石とは何かというところから、誕生石など身近な宝石の楽しみ
方など易しく解説。
②8/8（日）は、内包物のあるものや希少石などマニアックな宝石を取り上げ、
奥深い宝石の世界に迫ります。
講師:平尾佳子（英国宝石学協会正会員・米国宝石学会宝石学修了・伊丹ジュ
エリーカレッジ修了）

会場:東リ いたみホール3階 大会議室
定員:各20名（先着順）
参加費:各1,500円（会員1,200円）

7/10、17、24、8/7、21
の土曜（全5回）
13:30～16:00

伊丹ジュエリーカレッジ特別講座
「ロストワックス技法でシルバーチャームを作ろう」
自分が描いたイラストをワックスプレートに彫刻して原型を制作、シルバーに鋳
造後、磨いたら完成です！オリジナル・ジュエリーが作りたい方、市販では物足
りない方、経験者は道具持参で自由に原型を制作できます。
講師:杉井啓三（ジュエリー職人・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:10,000円（会員8,000円）
材料費:1,000円（ワックス代）、別途シル
バー代（鋳造代含む）2,000～3,000円程
度（原型の重さによる）

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）

7/22（木・祝）～24（土） ワークショップ「未来の伊丹」
講師：棚田康司（彫刻家）
クスノキの角材から未来の伊丹に「あったらいいな」と思うモノ（家や建物など）
をつくって展示します。申込は7月頭に開始予定。詳しくは美術館HPをご覧くだ
さい。
7/25日（日）・26日（月）の作品展示はどなたでもご覧いただけます。

会場：東リ いたみホール6階　中ホール
対象：市内在住の小学生以上（小学生
は保護者同伴）
定員：各日24名（先着順）
参加費：無料（要事前申込）
展示：入場無料

　　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。

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。

5/23～6/13（前半）と
11/21～12/12（後半）の
日曜（全8回）
前半13:30～16:00
後半14:00～16:30

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」
火を使わず石を留めたり素材同士を繋ぎ止めたり、バーナーワークなしで楽し
めるジュエリー制作。金属素材のカットからヤスリがけなど基本技術が学べま
す。初心者から経験者まで、満足できる基礎講座です。
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）

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　　　Tel 072-772-5557

美術館
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://www.artmuseum-itami.jp/　　　Tel 072-772-7447

工芸センター



＜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～7/19（月） 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

7/22（木・祝）～10/4
（月）

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

5/19 （水）～9/27（月） プチ展示「昆虫採集と標本作製道具」
採集と標本作りをたのしむための道具と使い方を紹介します。
会場：1階特別展示室

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/　　　Tel 072-783-2350

柿衞文庫（かきもりぶんこ）

俳句ラボ
講師:①塩見恵介（ガイダンス）、②進藤剛至
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。午前
中は「俳句の魅力・句会の魅力」をテーマとしたガイダンス実施｡

会場:アイホール3階 カルチャールーム
B
定員:各20名（要申込）
一般各1,000円、大学生各500円、高校
生以下無料

6/26（土）、7/24（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

会場:アイホール3階 カルチャールーム
B
定員:各20名（要申込）
一般各2,000円（友の会会員1,200円）

プチ展示「擬態-自然のだまし絵-」
擬態（ぎたい）とは、自分の姿やようすをほかのものに似せることです。虫たち
の見せる素晴らしい擬態の数々を楽しく、わかりやすく紹介します。
会場:2階第2展示室

開催中～7/5（月）

伊丹市千僧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　　　Tel 072-782-0244

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　　　Tel 072-785-3582

6/19（土）、7/19（月） 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

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。

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:各20名（要申込）
要資料代等1回500円

7/11（日）
①11:00
②13:30

かきもり文化カレッジ

7/4～8/8の日曜（全6
回）
13:30～15:30

たのしい将棋教室
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
20名（申込多数の場合は抽選）
参加費：無料 申込期限：6/26（土）

7/24(土）、7/31（土）、
8/21（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。

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：7/10（土）

7/29（木）、7/30(金）
19:30～　約2時間

野外映画の夕べ
①　ちいさな英雄（アニメ54分）
②　若おかみは小学生（アニメ94分）

会場:サンシティホール南芝生広場
（雨天時は当館ホールにて）
入場無料（両日）

6/4（金）、7/2（金）
13:30



6/1(火)～6/10(木) 応募作品展示

6/15(火)～6/20(日) 写真

6/22(火)～6/27(日) 写真

7/7(水)～7/16(金) パネル展示

7/7(水)～7/16(金) パネル展示

7/20(火)～7/25(日) パネル展示

大人のための朗読会
朗読を鑑賞してみませんか。力強く個性豊かな語りで、作品の世界を味わって
みてください。

7/2（金）～7/15（木）

フォトクラブFan Fan作品展

日本遺産認定記念展示「ひょうご五国の日本遺産巡回展」

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

6/20（日）
14：30開演
（14：00～開場）

会場:ラスタホール3階
対象・定員:一般、30名（電話予約優先）
参加費:無料

第９回松村写友会「私の目線」展

7/22（木・祝）
11：00～11：40

わくわくおはなしランド
手作り紙芝居、大型絵本の読み聞かせ、エプロンシアター、パネルシアターな
ど

場所：ことば蔵1階 多目的室2
対象：3歳以上
定員：20名（先着順。当日10：30より会
場前にて整理券配布）
参加費:無料

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
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/kasisituannnai/index.html

Tel 784-8170 (「ことば蔵」交流･貸室担当)

水道週間ポスター展

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:8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

6/20（日）
14:00

気になる本で話そう
『在宅ひとり死のススメ』（上野千鶴子/著）を題材に、参加者で意見交換し、思
いや感じたことなどを語り合いましょう。

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) Tel 783-2775　(交流・貸室) Tel 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　　　Tel 770-0519

☆南分館は火曜(祝休日の場合は翌日）と毎月月末(12月を除く)休館　　Tel 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　　　Tel 764-5991

☆西分室は月曜・第1木曜(祝休日の場合は除く)休館　　　Tel 784-8021

開催中

会場:ことば蔵1階 交流フロア
定員:先着20名
参加費:無料
要申込（電話又は来館）

6/21（月）
14:00

海外紀行「長年の夢　イングランドとストーンヘンジの旅」
2019年4月、日本を発って8日間のツアー。自然いっぱいの湖水地方から西部
観光地―リバプール、チェスター、オックスフォードーなどを南下、そして首都ロ
ンドンへ、さらに脚を延ばして驚きの古代遺跡・スト－ンへンジを巡った旅を写
真などを交えてご紹介します。

定員:15名
参加費:無料
申込受付中（先着順、要事前申込）

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/　　　Tel 072-770-9500

定員:10名
参加費:2,600円（材料費込）
申込受付中（先着順、要事前申込）

6/18（金）
10:00

おしゃれな花あそび
「観葉植物の苔玉」作りを楽しみます。

6/16（水）
18:30

おすすめ本の交換会「カエボン部」　テーマ「田辺聖子さんの本」
テーマに沿った本を持ち寄ってゆったりトーク。推薦帯をつけて、気になる本が
あればその場で交換（カエボン）もできます。

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。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。※なくなり次第終了

会場:市内図書館
対象:0才～小学生
参加費:無料
申込:図書館利用券要

6/8（火）～6/15（火） 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:7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

会場:ことば蔵1階 交流フロア
定員:先着8名
参加費:無料
当日直接会場へ



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

◇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。要予約。

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/　　　Tel 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。

6/2（水）～7/11（日)
7/17（土）～9/26（日）

プラネタリウム 初夏のレギュラー投影　「七夕ものがたり」
プラネタリウム 夏のレギュラー投影「テーマ：夏の星々＋α」
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。

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！
開催中～7/11（日）「たなばたのおはなし」
7/18（日）～8/29（日）「うちゅう☆ゆうえんち」

毎月第2・4日曜日
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

7/17（土）～9/26（日） 夏の企画展「テーマ:科学おもちゃ」

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）　　　Tel 072-784-8068

6/13（日）、7/11（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。）

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/　　　Tel 072-781-5516

7/16(金)
18:30～20:00

身体と心をととのえる　椅子ヨガ　テーマ:「自分を受け入れる」
講師　冨田あかり（ヨガインストラクター）

対象:テーマに関心のある方
定員:15名程度　参加費:無料
申込:6/15（火）9:00～電話、窓口、HP
（先着順）

7/10(土)
14:00～16:00
◇

ここいろ☆ぱぱサロン　子育てを語ってみよう
講師・進行役　福島充人（臨床心理士、一般社団法人日本男性相談フォーラム
代表理事）、濱田智崇（臨床心理士、京都橘大学健康科学部心理学科准教
授）、新道賢一（臨床心理士、関西医科大学精神神経科学教室助教）

対象:テーマに関心のある男性
定員:15名程度　参加費:無料
申込:6/1（火）9:00～電話、窓口、HP
（先着順）

①6/16(水)
②6/23(水)
③6/30(水)
各回10:00～12:00（3回
講座）
◇

ここいろ市民企画講座
①講座・企画作りⅠ　ジェンダーの視点を持つ企画づくりとは
講師　仁科あゆ美（一般社団法人大阪府男女共同参画推進財団　理事・本部
長）
②講座・企画作りⅡ　企画立案　思いを形にしてみよう
講師　仁科あゆ美（一般社団法人大阪府男女共同参画推進財団　理事・本部
長）
③まとめ　やってみよう　体験ミニワークショップ
講師　田上時子（NPO法人女性と子どものエンパワメント関西理事長)

対象:テーマに関心のある方
定員:各回20名程度　参加費:無料
申込:5/6（木）9:00～電話、窓口、HP
（先着順）

6/20(日)
14:00～16:00
◇

DV[ドメスティック・バイオレンス]とは？～DVが子ども達に与える影響
～
講師　高田昌代（神戸市看護大学教授）

対象:テーマに関心のある女性
定員:20名程度　参加費:無料
申込:5/6（木）9:00～電話、窓口、HP
（先着順）

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


