
【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。
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AUGUST/SEPTEMBER 2021

８・９月

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。

8/13（金） 19:00
☆

ジャズライブ 西山瞳ピアノソロ 会場:多目的ホール
前売:2,500円
当日:3,000円
全席自由（整理番号付チケット）

ジャズでのキャリアはもちろん、ヘヴィメタルの名曲をカバーするプロジェクトなど、幅広
い音楽ファンから愛される西山瞳によるジャズライブ。

8/22（日） 11:30
15:30

よしもとお笑いライブ in いたみ2021 会場:大ホール
4,500円 全席指定
＊5歳以上または身長110cm以上有料
（上記に満たない場合、保護者1名に
つき1名膝上鑑賞無料、席が必要な場
合は有料）

今年の夏も熱い！人気のお笑い芸人達が登場するスペシャル漫才ライブ！
【出演予定】ロザン、見取り図、スーパーマラドーナ、藤崎マーケット、ニッポンの社長、
ロングコートダディ、コウテイ、ビスケットブラザーズ

8/28（土） 11:45
14:15
16:45

ベネッセの英語コンサート 夏公演2021 「Let’s Go! Summer Adventure」 会場:大ホール
会館特別価格:3,480円
その他プレイガイド一般:3,580円
全席指定
＊3歳以上有料（3歳未満は保護者1名
につき1名膝上鑑賞無料、席が必要な
場合は有料）

しまじろうたちと、聞いて踊って、全身で英語を楽しめるコンサート！
みるだけでなく参加しながら、会場のみんなと一緒に、英語に親しめます。

9/10（金） 18:30
☆

＜鳴く虫と郷町関連企画＞ 桂米朝一門 いたみ寄席 長講の会 会場:多目的ホール
前売:2,000円 当日:2,200円
（入場整理番号付チケット）
全席自由
定員:75名

20年以上に渡り愛される定番公演「いたみ寄席」。今回は趣向を変えて「長講の会」と銘
打ち、後半に桂塩鯛が1時間強の長講「帯久」を演じます！虫の鳴く音とともに落語を楽
しむ一夜にしませんか？ 【出演者】桂塩鯛、桂歌之助、桂鯛蔵、桂弥壱

☆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。

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）

https://www.lustrehall.com/ Tel 072-781-8877

「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。

8/21（土） 14：00 Zoomお試しサイエンスカフェ 「地域の先生に聞く 電気の話」 会場:ご自宅等で参加可
対象:Zoomの利用ができる方
定員:10名
参加費:無料（要申込）

身近にある電気。電気って発電所から家のコンセントまでどうやって来ているのでしょう。
その道程にどんな課題があり、技術があるのか、Zoomを使ってお届けします。質問・疑
問も気軽に話しましょう。もちろん、聞くだけの参加もOKです。

8/28（土） 14：00 ラスタ☆サマーコンサート 2021 会場:2階 多目的ホール
定員:80名
入場:無料（予約優先）夏恒例！ラスタホールのハワイアンフラ講座受講生とギターサークル「むげん」が出演

するサマーコンサート。フラダンスと美しいギターの音色でゆったりとしたひとときをお楽
しみください。

9/15（水） 14：00 海外紀行 「インパールを訪ね、ビルマ戦線を想う」 会場:3階 講座室
定員:30名
入場:無料（要申込）太平洋戦争で19万人もの尊い命が犠牲となったビルマ（ミャンマー）戦線。兵庫県でも

丹波篠山や加古川・姫路で編成された部隊がビルマに向かいました。戦況が悪化して
からビルマに派遣され、生涯戦友の慰霊に奔走した父の意志と慰霊の熱い思いを講師
が受け継ぎ、皆様へお話しします。
企画：ラスタ海外クラブ

カルチャーインフォメーション

いたみ で みる、き く 、つ くる。 伊丹市公共施設の文化イベント情報

＊本紙の掲載事業は、7月19日時点での情報です。
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アイホール
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。

8/7（土） 11:00
15:00

AI・HALL自主企画 「みんなの劇場」こどもプログラム

いいむろなおきマイムカンパニー 「かえるの？王子さま」
【日時指定】
おとな前売:2,000円（当日2,500
円）
こども前売:1,000円（当日1,500円）
＊3歳以上中学生以下

前回大好評のこども向け無言劇がアイホールに再登場！パントマイムのあの手この手
をたっぷりつめこんでこどもたちの好奇心をくすぐります。おとなもこどもも楽しめる冒険
ストーリーを是非ご家族でご観劇下さい。

8/8（日） 11:00
15:00

9/4（土） 13:00
17:00

AI・HALL共催公演 焼酎亭 AI・HALL寄席～夕焼け小焼け～ 【日時指定】
会場:イベントホール ロビー
参加費:1,000円関西小劇場界で活躍する俳優たちで結成された落語会。役者による古典落語をどうぞ

お楽しみに。
【出演】焼酎亭呑介（田所草子）、焼酎亭小梅（西森光枝）、焼酎亭あたりめ（山口いず
み）、焼酎亭ロック（谷屋俊輔）、焼酎亭いちじく（澤井里依）、焼酎亭わかめ（泉希衣子）、
焼酎亭マルゲリータ（太田浩司）、玉子亭掛御飯（桐山泰典）

9/16(木) 19:30 AI・HALL提携公演 劇団太陽族 「神戸世界ホテル」 【日時指定】
一般前売:3,300円（当日3,600円）
22歳以下前売:2,300円(当日2,600
円)
ペア:6,000円（前売・予約のみ）

9/17（金） 15:30、19:30 関西の実力派劇団、劇団太陽族が西東三鬼の自伝的短編小説『神戸・続神戸』を題材
にした新作を上演。戦時社会においてはみ出し者ともいえる強烈な個性を持った住人
が集う「神戸世界ホテル」を舞台に、彼らがたくましく生きる姿を描きます。9/18（土） 11:30、15:30

9/26（日） 11:00
15:30★
★の回は終演
後シアタートー
クあり

AI・HALL自主企画 AI・HALLリーディング 「ジハード―Djihad―」 【日時指定】
一般前売：1,800円（当日2,200円）
18歳以下：500円イスラム教徒の移民コミュニティで育った若者たちがジハード（聖戦）に関心を示し、加

担していく様を等身大の視点で描いた青春群像劇。2014年にベルギー・ブリュッセルで
初演、大反響を呼んだ話題作を関西俳優陣とドラマ・リーディング形式で上演します。

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。

9/6（月） 19:00☆ 文化サロン“話題探訪” 「家紋はお守り～千年の想いを未来へ～」 会場:小ホール1
定員:60名
参加費:1,500円家紋は京都で発祥し、千年の歴史の中で進化を続け、現代まで伝わっています。本来

は名字と対であった家紋。家紋とは一体何なのか？どんな意味があるのか？有名な紋
から珍しい紋まで、様々な種類をご紹介します。ぜひお楽しみください。
講師:森本勇矢（家紋研究家・家紋伝導師）

9/13、27
10/4、18
11/8、22
12/6、20
の月曜
（全８回）

午前クラス
11:00-12:30
午後クラス
13:30-15:00

アイフォニック音楽教室 「ゴスペル教室」 会場:小ホール2
定員:各クラス30名
参加費:8,000円
＊教材代（練習用ＣＤ）
別途要500円

＊１日のみの受講は不可

歌が好きな方、何かを始めてみよう、とお考えの方！一緒にゴスペルを歌いません
か？発声はもちろん、「楽しんで歌う」 をモットーに初心者の方から年齢を問わず参加
できます。たくさんの歌声をお待ちしております。
講師:ｂecchi （シンガー）

9/14、28
10/12、26
11/9、30
12/14、21
の火曜
（全８回）

①入門
15:00-16:30
②初級
10:30-12:00
③中級
13:00-14:30

アイフォニック音楽教室 「オカリナ教室」 会場:小ホール2
定員:各クラス15名
参加費:8,000円
＊新規の方、テキスト代500円
＊オカリナ（アルトＣ管）:19,000円
（新規購入が必要な方のみ）

＊１日のみの受講は不可

①入門クラス：あたたかい土の音、オカリナで思い出の曲、大好きな曲を吹いてみませ
んか？楽器の持ち方から丁寧に指導いたします。
②初級、③中級クラス：オカリナがかわいくなってきたら、次はあの曲を吹いてみましょ
う！仲間と楽しい演奏をしませんか？
講師:大迫ちか子（オカリナ奏者）

☆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。

伊丹市立博物館
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16:30まで）

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

Tel 072-783-0582

後期: 開催中 - 8/22（日） 春・夏季合同企画展 「伊丹郷町の発展と伊丹酒」 入場無料

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。



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。
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柿衞文庫（かきもりぶんこ）

伊丹市千僧1-1 伊丹市役所東館1階 月曜休（祝日の場合、翌平日休）
仮事務所受付時間 10:00-18:00

http://www.kakimori.jp Tel 072-782-0244

8/7（土） 14:00 第31回鬼貫顕彰俳句（一般の部）表彰式、俳句大会 会場:東リ いたみホール6階中
ホール
定員:100名（要申込）
参加費:500円

元禄の伊丹を代表する俳人鬼貫を顕彰して全国より俳句を募集。
選者:稲畑廣太郎、宇多喜代子、大石悦子

8/19（木）、9/19（日） 伊丹一句（19）の日 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。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

8/6（金）
9/3（金）

13:30 研究コース坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯 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）
各回資料代等500円

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。講師:柿衞文庫理事長坪内稔典

8/8（日）
9/12（日）

13:30 俳句ラボ 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

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。講師:進藤剛至

8/28（土） 10:30 講読コース芭蕉俳論の原点「葛の松原」を読む 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）

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

伊丹市立工芸センター
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 Tel 072-772-5557

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。

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」 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

5色の顔料で色付けした土を使い、色化粧と練り込みの技法で器をつくります。陶芸が
全く初めての方もOK！基本的な器の形成から指導いたします。もちろん経験者の方も
大歓迎。お気軽にご参加ください。講師:清水一二（陶芸家）

8/6（金） 1回目
10:30-13:00
2回目
14:00-16:30

1日クラフト教室～今年の夏はステイホームタウン 「羊毛フェルトでクマをつくろう」 会場:東リ いたみホール3階大会
議室 対象・定員:各10名（先着
順）、小学生以上（1,2年生は保護
者同伴) 参加費:1,500円

気軽にお出かけできない今こそ、地元でモノづくり♪ 羊毛とフェルト用の針でふわふ
わのクマさんや、ネコやイヌなどをつくります。講師:新居奈津美（テキスタイル作家）

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」 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

初心者はワックスを使用、経験者は古代イタリアの鋳造方法で創作します。個性的な
ジュエリーがお好きな方に！講師:北川愛子（伊丹ジュエリーカレッジ講師）

9/17-10/29
の金曜（全7
回）

13:30-16:00 陶芸講座 「注ぐ器をつくる」 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:14,000円（会員11,200円）
材料費:土代1,000円/1㎏(焼成込)

カップ＆ソーサ―、ポット、珈琲サーバー、ドリッパー、急須 etc…お茶を美味しくいただ
く器を自分でつくって楽しみましょう。講師:馬川晴美（陶芸家・昆陽陶房主宰）

10月以降の講座も受付中！ 詳細は伊丹市立工芸センター（072-772-5557）まで

10/6-10/27   水曜全4回 型染講座 「気軽にはじめる型染入門～ステンシル技法｣ 時間:10:30～16:30

型紙を自分でつくり布に直接模様を写します。参加費:12,000円(会員9,600円)＋材料費

10/23-1/8 土曜全8回 ルネサンスギター製作講座 「ホームセンターで入手可能！手軽な材料で楽器をつくる」 時間:12:00～16:00

手軽に手に入る材料で、楽器製作の基本やルネサンス音楽の楽しさを学びましょう。参加費:24,000円（会員19,200円）＋材料費

11/21-12/12 日曜全4回 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」 時間:14:00～16:30

火を使わずにジュエリーを制作。基礎技術の向上を目指しましょう。 参加費:8,000円（会員6,400円）＋材料費
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伊丹市立中央公民館
伊丹市昆陽池2-1（スワンホール1階）第1・第3月曜休館（祝日の場合、翌日休館）

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

Tel 072-784-8000 （窓口開設時間9:00-17:30）

7/31（土）
-8/6（金）

9:30-17:00
*8/2（月）は休
館、8/6（金）は
15:00まで

夏の平和事業 平和パネル展 「二人の報道写真家が見つめた戦後」 参加費:無料
申込:不要、直接会場へ

戦後激動の時代を撮り続けた二人の報道写真家・福島菊次郎さんと石川文洋さんの軌
跡を辿り、日本の今を考える写真展。

8/1（日） 13:00-15:00頃 夏の平和事業 平和映画会 「石川文洋を旅する」 定員:50名 参加費:無料
申込:電話・窓口・ＦＡＸ・ＨＰ（先着
順）戦場カメラマン・石川文洋さんとともにベトナムと沖縄県を旅し、その生い立ちと青春を

見つめるドキュメンタリー映画の上映会（2014年/日本/109分）。

8/1（日） 15:30-16:30頃 夏の平和事業 平和講演会 「青年はいかに戦場カメラマンとなったのか」 定員:50名 参加費:無料
申込:電話・窓口・FAX・ＨＰ（先着
順）「旅」を通してさまざまな経験をしてきた写真家・石川文洋さんが歩んできた軌跡から、

今を生きるわれわれに伝えたいことをお話ししていただく。

8/6（金） ①10:00
②13:00

子ども平和映画会 定員:各50名 参加費:無料
申込:不要、直接会場へ（先着順）

「火垂るの墓」（1988年/88分）を①②の時間帯で2回上映

8/9（月・
祝）
8/20（金）

①10:30
②14:00

スワンでジブリ！夏休み映画会 定員:各100名 参加費:大人1,000
円、3歳～中学生600円 申込:電
話・窓口・ＦＡＸ・ＨＰ（先着順）8/9（月・祝）①「風の谷のナウシカ」（1984年/116分）、②「もののけ姫」（1997年/133分）、

8/20（金）①「千と千尋の神隠し」（2001年/124分）、②「ゲド戦記」（2006年/115分）上映

伊丹市昆虫館 伊丹市昆陽池3-1 昆陽池公園内 火曜休館（祝日の場合、翌日休館）

https://www.itakon.com Tel 072-785-3582

開催中 - 9/27（月） プチ展示 「昆虫採集と標本作製道具」 ＜開館時間＞
平日 9:30-16:30
土日祝 １0:00-16:30
（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）

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

開催中 - 10/4（月） プチ展示 「百均グッズで自然観察」

安い早い上手い！自然観察テクニック！会場：1階特別展示室

開催中 - 10/4（月） 特別展 「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

9/1（水） - 10/25（月） プチ展示 「中国の鳴く虫文化-周達生コレクションから-」

中国の鳴く虫道具を展示します。会場:1階特別展示室

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

①
8/12 (木)
②
8/19(木)
③
8/26(木)

各回
10:00-12:00
（3回講座）◇

ここいろジェンダー講座 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:電話、窓口、HP（先着順）

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（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（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（京都教育大学 名誉教授）

8/30（月) 18:00-20:15 映画から考えるジェンダー 定員:20名程度 参加費:無料
申込:8/2（月）9:00から電話・窓
口・HP（先着順）進行 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）

9/4（土) 14:00-16:00◇ 下駄を履かされてきた男性たち ～ジェンダー平等と日本のジレンマ～ 定員:テーマに関心のある20名
参加費:無料
申込:8/2（月）9:00から電話・窓
口・HP（先着順）

講師 伊藤 公雄（京都産業大学 現代社会学部教授）

①
9/16（木）
②
9/30（木）

10:00-12:00◇ コロナ禍で考えた“わたし”のこと～「生きること、老いること、病むこと、死ぬこ
と」の意味

定員:テーマに関心のある女性15
名 参加費:無料
申込:8/2（月）9:00から電話・窓
口・HP（先着順）講師 上村 くにこ（甲南大学名誉教授）

◇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。



伊丹市立図書館
ことば蔵

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

8/18（水）
8/20（金）

13：30-16：30 しかけ絵本の展示 会場:ことば蔵1階ぎょうじのへや
参加費:無料
申込不要普段みることができないしかけ絵本を展示します。

場面が飛び出したり、動くしかけがある絵本を実際に手に取っていただけます。

8/28（土） 15:00 納涼おはなし会 会場:南分館ぎょうじのへや
対象:小学生 10名(大人入室不可)
参加費:無料、申込不要トンネルをくぐってこわ～いおはなしの世界へ…

9/11（土） 15:00 鳴く虫のおはなし会 会場:ことば蔵1階ぎょうじのへや
対象:5才～小学生
定員:10名（先着順） 参加費:無料
＊当日14:30から会場前で整理券配布

秋の鳴く虫週間にあわせた絵本を読み聞かせします。

9/10（金） -
9/19（日）

平日
9:30-18:00
土日
9:30-16:00

鳴く虫ハンター 会場:ことば蔵2階カウンター
対象:小学生
定員:先着50名（要利用券）
参加費:無料

カードを1枚引いて、出た鳴く虫がのっている本を図書館で探そう！
クリア出来たらプレゼントがあります。

9/15（水） 18:30 おすすめ本の交換会「カエボン部」 テーマ「虫」 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

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。
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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）

7/30（金） - 8/31（火） 「伊丹の自然」絵はがきギャラリー展 応募作品展示

9/8（水） - 9/12（日） 伊丹市シルバー人材センター互助会第37回シルバー作品展 作品展示

9/21（火） – 9/26（日） 第48回有岡彩游会作品展 絵画

9/28（火） – 10/3（日） サロン・ド・アミチエ展 絵画

伊丹市立児童会館こらくる
伊丹市御願塚6-1-1 火曜休（祝日の場合、翌平日休）

https://www.corakuru.com Tel 072-767-7676

8/21（土）
8/22（日）
全2回

10:00-16:00 鉄道模型Nゲージのジオラマ教室 対象：小学生と保護者
定員：10組
材料費：5,000円
要事前申込（受付中）、先着順

8/21 A4サイズのジオラマボードに線路や駅舎等を制作。
8/22 作ったジオラマにNゲージの鉄道模型を運転体験。
講師：Group9KANSAI

8/30（月）
9/27（月）

10:30-11:15 こらくるでリズムあそび 対象：2･3歳児とその保護者
定員：各6組
参加費：無料
要事前申込（8/1～）、先着順

リズムを感じて表現しましょう。楽器でリズム打ちをしましょう。

9/11（土） 13:30 気象キャスターと一緒に考えよう！～台風～ 対象：小学4年生～6年生
定員：15名
参加費：無料
要事前申込（8/15～）、先着順

気象キャスターの酒井 千佳さんに天気の話を聞き、自然界の不思議を学びます。
テーマは「台風」

9/18（土） 14:30 エプロンシアターはじまるよ！ 対象：幼児とその保護者
定員：10組
参加費：無料
当日直接、会場へ

不思議なエプロンから繰り広げられるストーリーをお楽しみください。



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

8/22（日）
9/12（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」～ 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）

「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。
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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

スーパープラネタリウム「MEGASTAR-ⅡB itami」による星空空間を体感！ ＜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 - 9/26（日） プラネタリウム 夏のレギュラー投影 「ハナビリウム」

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
（8/1-8/29
は土曜・平
日も）

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！
投影中- 8/29（日）「うちゅう☆ゆうえんち」
9/5（日）- 10/24（日）「お月さまのばけくらべ」

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

開催中-9/26（日） 夏の企画展 「科学おもちゃ～ハナビックランド」

ひょんたん

10:00 11:15 13:30 15:00 15:30 16:15
平日 － △（団体優先） － － ○ －

平日（8/2～27） ちびっこ ○ ○ － ○ －

日・祝日 ちびっこ ○ ○ ○ － ○

★プラネタリウム投影時刻

トワイライト土曜 ちびっこ
（８月中のみ）

○ ○ ○ －

○印 レギュラー投影

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

10/2（土）
10/9（土）
10/30(土）
（全3回）

午前の部
10:00-12:00
午後の部
13:30-15:30

短期陶芸10月教室 会場:サンシティホール陶芸室
対象・定員:中学生以上の市民各
15名
費用:材料費1,000円
申込:9/22（水）まで

3回（3日間）コース、1・2回目で作陶し、3回目に絵付け・釉薬をおこいます｡
午前の部・午後の部に分けて開催｡

10/7 -
11/25の
木曜
（全8回）

13:00-15:00 短期木彫教室 会場:サンシティホール木彫室
対象・定員:18歳以上の市民15名
費用:材料費2,500円
申込:9/23（木・祝）まで

8回（8日間)のコースで、丸盆（網代彫り）を1個作成（彫刻刀はお貸しします）｡

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

8/1（日） - 8/29（日） きらりんピック 申込：電話・窓口（先着順）
スタンプカードも配布

期間中に開催されるイベントに参加してスタンプを集めよう！
集めた数に応じて賞品をプレゼントします。※詳細はHPをご覧ください。

9/10（金） 10:00 おしゃれな花あそび 定員:10名
参加費:2,600円（材料費込）
要事前申込（先着順）「ミニバラとカラーリーフの寄せ植え」作りを楽しみます。

発行： 伊丹市 都市活力部 産業振興室 文化振興課


