
【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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OCTOBER/NOVEMBER 2021

10・11月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、9月20日時点での情報です。

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。

10/21（木） 19:00 オカリナ＆マリンバデュオ 森の詩 Autumn Concert 会場:中ホール
前売:2,000円
当日:2,500円
全席自由（整理番号付チケット）

☆☘

土の笛「オカリナ」と木の打楽器「マリンバ」でお送りするコンサート。クラシックや唱歌な
ど様々なジャンルの曲を独自のアレンジでお届けします。
【出演】オカリナ＆マリンバデュオ 森の詩 佐々木一真（オカリナ）可児麗子（マリンバ）

10/30（土） 11:00 親子で一緒に！楽しむファミリーコンサート 会場:中ホール
子ども（高校生以下）1,000円
大人2,500円
全席自由（整理番号付チケット）
＊3歳未満無料、席が必要な場合有料

☘

クラシック音楽に馴染みのない方でもお楽しみいただけるプログラムです。
【予定曲目】バッハ/G線上のアリア、モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハトムジーク第1
楽章、アンダーソン/「プリンク・プレンク・プランク」ほか 【出演】テレマン・アンサンブル

10/30（土） 14:00 テレマン室内オーケストラによる名曲コンサート 会場:中ホール
前売2,500円
当日3,000円
全席自由（整理番号付チケット）

☆☘

日本テレマン協会の延原武春氏による親しみある語り口と共に、名曲の数々をお届け
します。室内楽による生音の美しさ、力強さを身近に感じてください。
【予定曲目】テレマン/3つの舞曲より“アルマンド”、パッヘルベル/カノン、バッハ/管弦楽
組曲第3番（オリジナル版）他

11/12（金） 19:00 『文化・芸術 ビギナーズラボ』 第1回 岸田理生の劇世界を読み解く 会場:大会議室
500円
全席自由
定員:27名

☆

講師：岡田蕗子（演劇学研究者／大阪大学大学院文学研究科招へい研究員）

寺山修司率いる天井棧敷の座員としても活躍し、現代日本演劇において重要な劇作家
の一人である岸田理生。「アングラ演劇」以降の小劇場演劇の様相を概観しつつ、多様
な視点をはらむ創作物から岸田の問題意識を読み解きます。

11/26（金） 19:00 『文化・芸術 ビギナーズラボ』 第2回 映画分析入門 会場:大会議室
500円
全席自由
定員:27名

☆

講師：伊藤弘了（映画研究者、批評家／関西大学文学部非常勤講師等）
格調高い独自の文体によってホームドラマを芸術の域に高めた映画監督、小津安二郎
は、ユーモアの感覚も一級品でした。分析的な鑑賞法を紹介しながら、見逃されがちな
小津の残酷な側面に迫まることで、その魅力をより立体的に浮かび上がらせます。

11/28（日） 14:00 宝くじ文化公演 元気が出る！オーケストラコンサート𠮷田正記念オーケストラ 会場:大ホール
一般1,500円
高校生以下1,000円
当日500円増
全席指定

☆☘

クラシックではありません！肩の凝らないムード音楽！指揮者の愉快なトークも大人
気！迫力の大編成による懐かしの名曲が満載！きらめくストリングス！ムード音楽、感
動の生演奏！ 指揮:大沢可直 宝くじの助成により、特別料金となっています。

☘ は、「鑑賞de寄っトク！itami」の対象公演です。＜実施施設＞東リ いたみホール・伊丹アイフォニックホール・アイホール
対象公演のお得券を対象店舗で提示するとおトクな特典が受けられます。https://yottokuitami.blogspot.com/

☆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。また前売券完売の場合、当日券はございません。
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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。

10/16(土) 14:00 AI・HALL自主企画 『九雀の噺～in いたみ～』 【全席指定】
3,500円

☘

落語的手法による芝居「噺劇（はなしげき）」や曲芸など、お祭りのようなにぎやかな落
語会をお楽しみください。

10/22(金) 19:30 AI・HALL提携公演 サイトウマコトの世界vol.9 『ロミオとジュリエット』 【日時指定】
前売5,000円（当日5,500円）

☘

10/23(土) 14:00, 19:30
シェイクスピアの原作を忠実になぞりながらも、女性ダンサーがロミオを演じて、性差、
思想、立場、貧富などの様々な障壁を無化する、コンテンポラリー・ダンスならではの新
しい『ロミオとジュリエット』です。

10/24(日) 14:00

10/31(日) 16:30 AI・HALL協力公演 ボヴェ太郎舞踊公演 『CONATUS（コナトゥス）』 【日時指定】
一般3,500円（当日4,000円）
学生2,000円（当日2,500円）

☘

空間と身体の呼応をコンセプトに創作を行う舞踊家・ボヴェ太郎が新作ソロ舞踊公演を
上演。舞踊とピアノ演奏が繊細に響き合う、静謐なひとときをお楽しみください。

11/5（金） 18:30 AI・HALL提携公演エイチエムピー・シアターカンパニー 『マクベス釜と剣』 【日時指定】
一般前売3,500円（当日4,200円）
25歳以下・障がい者前売3,000円
（当日3,800円）、高校生以下前売
500円（当日1,000円） ☘

11/6（土）
11/7（日）

各日14:00 独自の活動で注目を集める劇団が、シェイクスピアの『マクベス』を題材に、くるみざわ
しんの新作を上演。「暴君」がどのように生まれ、どのような性質を持つのか、現代にも
通ずるその姿をユーモラスかつリアリスティックに描きます。

11/12(金) 19:30 AI・HALL提携公演 劇団態変第72回公演 『心と地～さ迷える愛・急』 【日時指定】
一般3,500円、障がい者・介助者
3,000円、22歳以下2,500円、12歳
以下1,000円、当日一律4,000円

☘

11/13(土) 14:00, 18:30 身体障がい者にしか演じられない身体表現を追求し、その高い芸術性で国内外から高
い評価を得ている劇団態変。人間の普遍的な感情である「愛」を描き出す「さ迷える愛
シリーズ」最終作を上演します。11/14(日) 13:00

11/19(金) 19:30 AI・HALL提携公演 虚空旅団 『落選の神様』 【日時指定】
一般前売3,300円(当日3,500円)
土夜割3,000円（前売・当日共）
配信チケット2,000円(事前決済、
劇団のみ取り扱い)

☘

11/20(土) 14:00, 18:00 男性中心社会の画壇の中で女性でありながら大家となった日本画家・片岡球子の半生
を描いた評伝劇。
関西の実力派劇作家・高橋恵の新作にご期待ください。11/21(日)

11/22（月）
各日14:00

11/27(土) 13:00
17:00

AI・HALL共催公演 『焼酎亭 AI・HALL寄席～豊穣～』 【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「焼酎亭一門」。役者による古典落語を
どうぞお楽しみに。

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。

①10/4（月）

②11/8（月）

③R4年
2/14（月）

19:00☆ 2021年度後期 文化サロン“話題探訪” 会場:①③小ホール1、②東リ い
たみホール6階 中ホール
定員:①③60名、②80名
参加費:1,500円
(3回通し申込み3,000円)

① トーク＆コンサート 「エリック・サティ…ユーモアを探して」
風変わりな生涯と作品から「音楽の異端児」と言われたエリック・サティ。その自由な生き
様を彼のピアノ作品とともに辿ります。講師:藤井快哉（ピアニスト、大阪音楽大学教授）

② トーク＆コンサート 「韓国の語り芸・パンソリを楽しもう！」
扇子を手に歌い語る唱者と太鼓を打つ伴奏者が紡ぐ、韓国の語り芸・パンソリの豊かな物
語世界をお楽しみください（演奏は日本語字幕付き）。講師:安聖民（パンソリ唱者）

③ 「ジャズ－その誕生と変遷」
ジャズ誕生から、そのダイナミックな特質まで、多種多様な文化を背景に発展してきたジャ
ズの歴史を映像資料等を鑑賞しながら概観します。講師:鉄井孝司（姫路獨協大学講師）



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月末まで休館します。会場にご注意ください。
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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。

開講中-
10/29
毎週金曜
（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/㎏（焼成込）

お茶、紅茶、コーヒーをおいしくいただく器をつくります。自由制作も可能。
初心者の参加も大歓迎！土と遊ぶつもりで気軽にご参加ください。

講師:馬川晴美（陶芸家・昆陽陶房主宰）

10/6-
10/27
毎週水曜
（全4回）

10:30-16:30 型染講座 「気軽に始める型染入門～ステンシル技法｣ 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:12,000円（会員9,600円）
材料費:2,000円

糊型染と同じ型紙を使用しながらも気軽に楽しめる「ステンシル」技法で、オリジナルの華
やかな布をつくり出しましょう。講師:北里美絵子（型染作家）

11/21-
12/12
日曜
（全4回）

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」 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:8,000円（会員6,400円）
材料費:別途要

金属を切る、ヤスリをかける等の基礎を鍛え、石を留めたり素材を繋いだり、パーツや金
具も自作します。初心者には道具の使い方からじっくり指導。経験者は基礎技術の向上
を！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）

11/23（火
祝）

13:30-16:30 チャレンジ！ 1日クラフト教室～2021秋冬コレクション
木版画でクリスマスカードをつくろう！

会場:東リ いたみホール5階会議
室1
対象：中学生以上
定員:10名（先着順）
参加費:2,000円（材料費込）

下絵に沿って版木を彫り、あたたかな手摺りの魅力溢れるクリスマスカードを作ります。先
生の見本デザインでもオリジナルデザインでもお好きな方でOK！
講師:馬川亜弓（木版画作家）

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

10/19（火）、11/19（金） 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

11/5（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

11/14（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:藤田亜未

11/27（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A 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

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

10/17（日）
11/14（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」～ 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。当日雨の場合も中止）

「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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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。

10/8（金） 10:30-15:00 ラスタ歴史サロン 「明智光秀ゆかりの地 城下町坂本を歩こう」 会場:滋賀県大津市（坂本）
定員:20名
参加費:300円（要申込）
服装:履きなれた靴・歩きやすい服

坂本城は、織田信長の命を受けた明智光秀により、交易の確保と比叡山延暦寺に対す
る抑えとして築城されました。城下は日吉大社、比叡山の門前町として栄え、多くの寺
社や当時の技術の詰まった石垣があります。美しい歴史ある街並みを歩きながら、光
秀の時代に思いを馳せてみませんか。

10/23（土） 14:00-16:00 サイエンスカフェ 「今、プラスチックに何が起きているのか？」
～プラスチックに突きつけられた課題～

会場:3階講座室
定員:28名
参加費:800円（要申込）

身近で便利なプラスチック。幅広い分野で活用されていますが、自然環境で分解されに
くいため、海洋ごみ問題を引き起こしています。プラスチックとどのように共生し、プラス
チックごみのない海を取り戻すために我々は何をすべきでしょうか。プラスチックに突き
つけられた課題をお届けします。

11/23（火祝）
-11/29（月）
*休館日を除
く

9:00-21:00
*日祝,
11/29（月）
は17:00まで

フォトコンテスト応募作品写真展 「大好き！御願塚古墳の魅力を写真にして!」 会場:1階 エントランスホール
入場:無料（申込不要）

御願塚古墳を訪れて撮影された魅力あふれる応募作品を展示します。地域の宝である
御願塚古墳の魅力を再発見しませんか。
主催：御願塚史跡保存会

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 - 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-」 ＜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）

中国の鳴く虫道具を展示します。 会場:1階特別展示室

開催中 - 11/8（月）
*会期延長

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

10/6（水） - 12/27（月） プチ展示「虫のえほん」

昆虫館学芸スタッフと図書館南分館の司書がえらんだおすすめの絵本を紹介します。
会場:2階学習室

11/10（水） -
R4年2/14（月）

企画展「伊丹の自然」

伊丹市内でみられる昆虫について標本やパネルで紹介します。冬のあいだ観察できる
昆虫のくらしも学べます。会場:2階第2展示室

伊丹市立博物館
伊丹市千僧1-1-1 月曜休館 受付時間 9:30-17:00

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

Tel 072-783-0582

10月から来年3月末まで休館
2022年4月に美術館、工芸センター、伊丹郷町館、柿衞文庫と統合した（仮称）市立伊丹ミュージアムへと
生まれ変わります。

伊丹市立博物館はみやのまえ文化の郷に機能移転準備のため、2021年10月1日から2022年3月末まで休館いたします。

伊丹市立美術館
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

開催中 – 10/4（月） 令和3年度伊丹美術協会展 会場：東リいたみホール6階中
ホール
入場無料洋画・日本画・写真・書・彫塑・工芸・デザインと、会員による多彩な芸術を紹介。今年は

東リいたみホールにて開催いたします。

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月末まで休館します。会場にご注意ください。
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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（祝休日を除く）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(きららホール内）は水曜*と毎月月末(12月を除く)休館 Tel 770-0519
☆南分館（ラスタホール内）は火曜*と毎月月末(12月を除く)休館 Tel 781-7333

☆神津分館（神津交流センター内）は月曜*と第1木曜（祝休日を除く）休館 Tel 764-5991
☆西分室（イオンモール昆陽内）は月曜・第1木曜(祝休日を除く)休館 Tel 784-8021

「*」の休館日が祝休日の場合は、その翌日休館

10/9（土） 10:30 秋の宮前ミニ講座 「お渡り」する神様～猪名野神社神幸絵巻をひもとく～ 会場：ことば蔵1階交流フロア
定員:先着20名 参加費:無料
申込:電話または来館で事前申し込
みが必要（9/22から受付開始）

元禄の時代から昭和30年代まで続いたとされる、猪名野神社の秋の祭礼「お渡り」に
ついて、伊丹市立博物館学芸員の新宮由真さんに解説していただきます。

10/27（水）
– 11/9（火）

ほりだせ！100冊 会場:本館ことば蔵2階
対象:小学生
定員:先着100名（要利用券）
参加費:無料

冒頭の一文をヒントに、中身が秘密の児童向けの本を貸出。

11/7（日） 14:00 わくわく人形劇～人形劇団クラルテ～ 会場:きららホール3F多目的ホール
対象:小学生以下（2年生以下は保
護者同伴）
定員:先着50名
参加費:3歳以上500円（2歳以下で
座席不要の場合は無料）
申込:10/4(月)からきららホールで
販売

人形劇団クラルテによる人形劇の公演
「かさじぞう」「ポリチーノの結婚式」（60分）

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）

10/5（火） – 10/10（日） 第20回絢游会書道展 書

10/12（火） - 10/17（日） 熊木清一展「イブ」 造形

10/19（火） – 10/31（日） 弘泉会・香雲会書展（前期：弘泉会/後期：香雲会） 書

11/2（火） - 11/7（日） 昆陽水彩画会展 絵画

11/9（火） - 11/14（日） 第53回ポプラの会展 絵画

11/16（火） - 11/21（日） 2021年度伊丹美術協会写真部展 写真

11/23（祝火） - 11/28（日） 第4回タンデム井上隆生「世界の空を飛ぶ」楽しいタンデム 写真

11/30（火） - 12/5（日） 令和3年度人権週間記念ポスター・人権啓発標語作品展 応募作品展示

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

10/30(土) 10:30 えいごであそぼ ハロウィン運動会 対象・定員：あんよから就学前の子ど
もとその保護者20組
参加費:500円(100円増/子ども一人)
申込:10/8（金)から来館・電話(先着順)

ハロウィンがテーマの運動会♪ あそびや読み聞かせを楽しみながら、親子で英語
に親しみます。

11/2(火）
11/16(火)
(全2回)

10:00 もしもに備える終活のススメ～残しておきたい大切な人へのメッセージ～ 定員:15名
参加費:無料
申込:10/5（火）から来館・電話（先着
順）

これからの終活のすすめ方や「ありがとうノート」(エンディングノート)についてお伝
えします。

11/14(日) 13:30 高齢者いきがいづくり 「いきいきシルバーのつどい」 対象・定員：65歳以上40名
参加費:300円
申込:10/5（火)から来館・電話（先着順）高齢者の生きがいづくりの場として、生活に役立つお話や、楽しい演芸で交流を深

めます。

11/26（金） 10:00 おしゃれな花あそび 定員:10名
参加費:3,100円（材料費込）
申込:10/15（金)から来館・電話(先着
順）

「馬蹄形のクリスマスリース」作りを楽しみます。
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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。

10/2（土）-11/28（日） プラネタリウム秋のレギュラー投影「46億年地球カレンダー」

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！
9/5（日）- 10/24（日）「お月さまのばけくらべ」 11/3（水・祝）-12/26（日）「森のクリスマス」

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

10/2（土）-11/28（日） 秋の企画展 「地球ってこんな星」

10/31（日） ハロウィン・デイ

特別プラネタリウムや工作などを楽しもう！

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

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

10/15（金) 18:30-20:00 身体と心をととのえる椅子ヨガ 対象:テーマに関心のある方
定員:15名 参加費:無料
持ち物:汗拭きタオル、飲み物
申込:9/15（水）から 電話・窓口・
HP（先着順）

身体を動かすことが苦手な人も無理なく出来る「椅子ヨガ」で、呼吸法やストレスケアな
どを学ぶ。
講師：冨田あかり（ヨガインストラクター）

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）

10/16（土）
11/20（土）

①9:30-12:00
②10:00-12:00
③10:00-12:00

子どもの遊びの広場すぽ・ぷれ 対象: ①市内在住・在学の小学生
～高校生、②③幼児～小学生
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

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（チーム練習・ゲーム不
可)
②自然素材や折り紙を使った工作広場
③青少年センターのさまざまな団体が、モノづくりや体験等を催す広場

11/19（金）
～11/23
（火祝）

9:30-17:30
（最終日は
15:00まで）

第56回伊丹市展 入場無料
申込不要

伊丹市内外から応募のあった＜洋画・日本画＞＜写真＞＜書＞＜デザイン・彫塑・
工芸＞の4部門の入選・入賞作品を展示します。

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

11/6（土）
11/13（土）
12/4(土）
（全3回）

10:00-12:00
短期陶芸11月教室 会場:サンシティホール陶芸室

対象:中学生以上の市民
定員：各20名 材料費：1,000円
申込:10/23（土）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・釉薬をおこないます｡

発行： 伊丹市 都市活力部 産業振興室 文化振興課


