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

カルチャーインフォメーション

12・1月
DECEMBER 2021 / JANUARY 2022

【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、11月20日時点での情報です。

☘ 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。

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。

12/8（水）12/10（金）

12/11（土）

10:00-21:00
*12/10は
17:00まで

19:00

展覧会 『光のシェルター』－映像と光と音楽のExperience
3組の作家による、映像や照明を使った作品を展示します。
12/8（水）・12/9（木）は19:00から音楽演奏あり。12/8（水）20:00から雷電のパフォーマン
スあり。【出展作家】雷電（BAKIBAKI、240K）、A.jaws、久田雄介

『文化・芸術 ビギナーズラボ 』第3回 「ハーディ・ガーディ」から見る西洋音楽史
講師：木村遥（日本学術振興会特別研究員等）
中世以来、ヨーロッパ全域で演奏された弦楽器、ハーディ・ガーディに光を当てて、18世
紀の西洋音楽史を眺めてみましょう。

12/17（金）

19:00

吉野寧浩 アイリッシュタップダンス
関西を代表するアイリッシュタップダンサー吉野寧浩と、北欧音楽の巧者・大森ヒデノリ
（フィドル・ニッケルハルパ）、岡崎泰正（ギター）、上沼健二（パーカッション）によるパ
フォーマンスをお届けします。

12/23（木）

14:00

大阪交響楽団 0歳からのクリスマスコンサート
【指揮】松井慶太 【歌・司会】内藤里美
【予定曲目】「くるみ割り人形」より花のワルツ（チャイコフスキー）、アヴェ・マリア（バッハ
/グノー）、そりすべり（アンダーソン）

1/14（金）

19:00

文化ナビゲート講座 『はじめての能楽鑑賞講座』
日本の伝統芸能「能楽」、その魅力を一から丁寧に解説します。
【講師】山村貴司（能楽コーディネーター）

1/16（日）

15:15

1階エントランスホール活用事業vol.20 「阿波おどり体験会」
阿波おどりの基本講座で型を学び、鳴り物に合わせて参加者も一緒に踊ります。
「阿波踊り深雪連」による演舞もあります。

1/23（日）

14:00

第36回伊丹市民オペラ定期公演 「アイーダ」
ジュゼッペ・ヴェルディ作曲(全４幕・イタリア語上演・日本語字幕付)
今回の伊丹市民オペラは、サッカーの応援歌で知られる「凱旋行進曲」で有名な「ア
イーダ」。ファラオ時代、エジプト軍の若き指揮官ラダメスと奴隷となった敵国エチオピア
の王女アイーダの悲恋を描いた、ヴェルディの祝祭的大作をどうぞご堪能ください！
【指揮】加藤完二 【演出】井原広樹 【合唱指揮】岩城拓也
【出演】白石優子(アイーダ)、藤田卓也(ラダメス)、西原綾子(アムネリス)、
桝貴志(アモナズロ)、片桐直樹(ラムフィス)、服部英生(エジプト国王)他

1/28（金）

18:30

会場:多目的ホール
500円

宗助改メ二代目桂八十八襲名記念 いたみ寄席「桂米朝一門会」
【出演】桂ざこば、桂南光、桂八十八、桂鯛蔵、桂米輝、ラッキー舞
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☘
会場:大会議室
500円
全席自由
定員27名
☆☘
会場:多目的ホール
一般:2,300円 中学生以下:1,000円
当日各500円増
全席自由（整理番号付チケット）
定員75名
☆☘
会場:大ホール
一般:1,000円
高校生以下:500円
当日各500円増
全席指定

☘

会場:多目的ホール
1,200円
全席自由
☆☘
会場:エントランスホール
無料
当日14:45～受付
☆☘
会場:大ホール
S席5,500円
A席5,000円
B席3,500円
当日各500円増
いたみっこ席1,000円(諸条件有）
全席指定
問合せ:伊丹アイフォニックホール
(072-780-2110)
☆☘
会場：大ホール
S席3,700円 A席2,700円
B席2,200円（当日各500円増）
全席指定
☆☘

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。

1/11, 25
2/8, 22
3/8, 22
の火曜
（全6回）

1/17, 24
2/7, 21
3/7, 14
の月曜
（全6回）

①入門
15:00-16:30

アイフォニック音楽教室 「オカリナ教室」

②初級
10:30-12:00

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。

③中級
13:00-14:30

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）

午前クラス
11:00-12:30

アイフォニック音楽教室 「ゴスペル教室」

午後クラス
13:30-15:00

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)

会場:小ホール2
定員:各クラス15名
参加費:6,000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

会場:小ホール2
定員:各クラス30名
参加費:6,000円
＊教材代（練習用ＣＤ）
別途要500円
＊１日のみの受講は不可

伊丹市伊丹2-4-1 火曜休館

アイホール

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。

12/11（土）

14:00, 19:00

AI・HALL共催公演 燐光群 『シアトルのフクシマ・サケ（仮）』

12/12（日）
12/13（月）

各日14:00

社会性・実験性の高い作品を豊かな表現力で創りあげる燐光群。待望の新作は、遠
い異国での酒造りに憧れを抱きながら、福島で被災した酒蔵の人々の奮闘を描きます。

12/24（金）

18:00

AI・HALL共催公演 『焼酎亭 AI・HALL寄席～一門会～』

12/25（土）
12/26（日）

各日11:00,
14:00, 17:00

小劇場界で活躍する俳優たちで結成された落語一門「焼酎亭」。今回は北は北海道か
ら南は九州まで、全国からメンバーが大集結！役者による古典落語をお楽しみに。

1/10（月・祝）

14:00

AI・HALL自主企画 伊丹想流劇塾第5期生読み合わせ会 『来るべき日のために』

【全席指定】
一般前売3,500円(当日3,800円)
ペア6,600円(前売のみ)
25歳以下/学生券2,000円
高校生以下1,000円
☘
【日時指定】
会場:イベントホールロビー
参加費:1,000円
☘
参加費:無料（要事前予約）

劇作家養成のための戯曲講座「伊丹想流劇塾」。筆力を磨いてきた塾生たちの成果を
塾生自らが出演し、リーディング上演します。劇作家の卵たちが送る、趣向をこらした
短編戯曲の朗読会にご期待ください。
1/14（金）

18:30

AI・HALL自主企画 ニットキャップシアター第41回公演 『チェーホフも鳥の名前』

1/15（土）

13:00, 18:00

1/16（日）
1/17（月）

各日14:00

第64回岸田國士戯曲賞最終候補となった話題作が、待望の再演。北海道から北へ
40km、現在はロシアに属しているサハリン島（樺太）のある街と、そこに住む人々の暮
らしを描いた約100年のクロニクル。

1/28（金）

19:30

AI・HALL提携公演 空の驛舎第26回公演 『コクゴのジカン』

1/29（土）

14:00, 18:00

とある百貨店の従業員食堂兼休憩所を舞台に、パンデミックに見舞われた世界の5年
後を描きます。関西の実力派劇作家・中村ケンシの新作をお楽しみに。

1/30（日）

11:00, 15:00

中心市街地関連
12/12（日）
1/16（日）

8:00-11:00

【日時指定】
一般前売3,800円(当日4,000円)
ペアチケット7,000円(前売のみ)
学生・ユース(25歳以下)2,500円
高校生以下1,000円
☘
【日時指定】
一般前売3,000円(当日3,300円)
ユース（22歳以下）2,000円
高校生以下1,000円
伊丹市民割500円
☘

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）

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。
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Tel 072-784-8068

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）

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。

伊丹市立工芸センター
12/11（土）12/19（日）
*休館日を除
く

10:0018:00
(最終日
16:30)

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

伊丹工芸クラブ会員展 「2021伊丹クラフトフェア in 東リ いたみホール」
プロの工芸作家やクラフト愛好者からなる「伊丹工芸クラブ」の年に一度の展覧会。
陶芸・染織・ジュエリー・絵画・版画などさまざまな分野の作品が勢ぞろい！ ものづ
くりの魅力を体験できるワークショップも開催します。

2021伊丹クラフトフェア 関連企画ワークショップ

会場:
東リ いたみホール6階 中ホール
入場無料

会場:
東リ いたみホール6階 中ホール

①12/11(土)
11:00-12:00, 14:00-15:00

①「切り絵のクリスマスフレーム」
下絵にそって紙を切り抜き、クリスマスに飾るフレームを作ります。

②12/12（日）
15：00-16：00

②「ビーズ刺繍のオーナメントツリーブローチ作り」
小さな刺繍のツリーなどにビーズで飾り付けをし、ブローチにします。

③12/15（水）
14:00-15:30

③陶芸「豆皿を作ろう」
色土で模様を描いて豆皿を3枚作ります。お揃いでも柄違いでも。

④12/15（水）
14：00, 15：00 （各30-60分）

④「フェルトのコサージュ作り」
羊毛から作ったフェルトをカットし、縫い合わせてコサージュを作ります。

④定員:各4名、参加費:1,500円
＊小学生以下は保護者同伴

⑤ 12/16（木）
＊受付終了

⑤「古代織-カード織を体験しませんか」 ＊受付終了

⑤受付終了

バイキングの時代から伝わる織物。カードに穴を開け、糸を通して帯状に織ります。

⑥定員:各5名、参加費:600円

⑥「丹波布と繭玉を使って干支人形をつくる」
干支人形の寅を繭玉で作ります。飾り台に講師の丹波布を使います。

⑦定員:なし（随時対応）、参加費:500

⑥12/17（金）
10:30-12:00, 13:00-14:30
⑦12/18（土）
10:30-12:30, 13:30-17:00

①定員:各6名（小学生以上）、参加
費:1,000円
②定員:5名、参加費：500円 （2個の
場合は800円）
③定員:6名（小学生以上）、参加費：
1,000円 ＊小学生は保護者同伴

⑦「組織織りのデモンストレーション」
開講中随時1名（30分程度）。大きな機織り機で模様が浮き上がる組織織りを体験。

円
＊すべて材料費込

＊⑦以外は全て要事前電話予約（空きがあれば当日参加可）

柿衞文庫（かきもりぶんこ）
12/18（土）

14:00

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

第18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:稲畑 廣太郎（「ホトトギス」主宰）、塩見 恵介（俳人）、山本 純子（詩人）、藤
原 久嗣（伊丹青年会議所専務理事）、岡田 麗（柿衞文庫館長）

12/19（日）、1/19（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

会場:伊丹市立図書館ことば蔵 地下1
階 多目的室1
定員:50名（要申込）
聴講無料

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。

かきもり文化カレッジ
12/3（金）
1/7（金）

13:30

研究コース 坪内稔典とたどる岡田柿衞翁の生涯
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

①12/12（日）
②1/9（日）

13:30

俳句ラボ
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: ①塩見 恵介 ②杉田 菜穂

12/25（土）
1/29（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）
各回資料代等500円
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
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）

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。

伊丹市立博物館
10月から来年3月末まで休館

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

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市立伊丹ミュージアムへと生まれ
変わります。
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伊丹市南野2-3-25 火曜休館（祝日の場合、翌平日休）

ラスタホール

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。

12/17（金）

14:00

学生と老いをともに学ぶ 「愛すべき高齢期について大学生と語り合おう」
20代の頃、高齢期をどのようにイメージしていましたか？そして、皆さんが迎えている高
齢期は、そのイメージ通りでしょうか？大学生が考える「later life（高齢期）」と皆さんの
実際の生活を比べて、大学生の「老い」に対する知識の答え合わせを試みます。

12/25（土）

14:00

B-88 ベヒシュタイン ピアノ＆トーク ワンコインコンサート

会場:3階 講座室
定員:20名
参加費:無料（要申込）

会場:2階 多目的ホール
料金:500円（当日700円・要申込）

“ピアノのストラディバリウス”と呼ばれる名器ベヒシュタインピアノ。その音色は透明感
があり、繊細で豊かな響きを生み出します。貴重なベヒシュタインピアノの生演奏と、ピ
アノの魅力についてのお話をお楽しみください。
1/29（土）

10:30
14:30
18:00

ラスタ映画倶楽部 「心の傷を癒すということ≪劇場版≫」
阪神･淡路大震災発生時、自ら被災しながらも他の被災者の「心のケア」に奔走した若
き精神科医･安克昌氏の自伝を映像化したヒューマンドラマ。精神科医としてできること
を探し、被災者の声を聞こうとする安が辿り着いた、本当の心のケアとは。

伊丹市昆虫館
開催中－12/27（月）

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

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

企画展 「伊丹の自然」

開催中－
R4年2/14（月）

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
11/25（木)－12/27（月）

会場:2階 多目的ホール
一般800円
高校生以下・障がい者600円
（当日各200円増・要申込）

プチ展示 「さなぎツリー」

＜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）

輝くチョウのさなぎをご覧ください。会場:2階学習室

プチ展示 「海洋堂いきものフィギュア展」

12/22（水)－
R4年2/14（月）

ある意味ホンモノ以上の超リアルフィギュア！会場:1階特別展示室

プチ展示 「身近な自然絵はがき展」

12/1（水） －
R4年2/28（月）

夏に募集した作品をすべて紹介します。会場:1 階特別展示室
R4年1/3（月）－
1/17（月）

プチ展示 「チョウ温室のラン」
お正月恒例企画。1年で最もチョウ温室が美しい15日間。会場:チョウ温室

伊丹市北野4-30 水曜休館（祝日の場合、翌日休館）

きららホール
12/12(日)

14:00

http://hccweb6.bai.ne.jp/kirara/

きららクリスマスコンサート
出演：ショー＆ミュージカルグループ 「ガイアクローチェ」
華やかな衣装に身を包み、ダンスと懐かしい歌のショーをお届けします。

12/13(月）

10:00

季節のアクセサリー

14:00

前売:500円(当日600円）
申込:11/20（土)から来館・電話(先着
順)
定員:14名
参加費:2,250円(材料費込み）
申込:11/22（月）から来館・電話（先着
順）

クリスマスリース型のブローチを作成します。
1/23(日)

Tel 072-770-9500

あらき淳一とむげんの初春コンサート
歌とギター演奏による歌謡曲や懐かしい歌をお楽しみください。
一足先に春を感じるプログラムでお送りします。
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前売:500円（当日600円）
申込:12/12（日)から来館・電話(先着
順)

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）

11/30（火）
-12/7（火）
*12/6（月）
は休館

9:00-17:00（最
終日15:00ま
で）

人権セミナー 長谷川美祈写真展 「Internal Notebook」

12/4（土）

10:30-12:00

人権セミナー 映画 「愛と法」上映会

入場無料
申込不要

写真家の長谷川美祈さんによる「児童虐待」をテーマにした写真展。

大阪の下町で法律事務所を営む弁護士夫夫（ふうふ）を追ったドキュメンタリー映画
（2017年/日本・イギリス・フランス/94分）の上映会。
12/4（土）

人権セミナー トークショー

13:30-15:30

写真家の長谷川美祈さん、映画「愛と法」に登場する弁護士・南和行さんとともに「色々
な家族のカタチ」について考える。
12/18（土）
1/15（土）

12/18（土）
1/15（土）

①9:30-12:00
②10:00-12:00
③10:00-12:00

子ども遊びの広場 すぽ・ぷれ

14:00-15:30

ＳＤＧｓ映画会

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

12/18（土）は「戦火のランナー」（2020年/アメリカ/88分）、1/15（土）は「シャドー・ディー
ル 武器ビジネスの闇」（2016年/アメリカ・ベルギー・デンマーク/90分）を上映。
1/22（土）

10:00-12:00

親カフェ 思春期編
テーマ「子どもが一歩ふみだす勇気をもつために」をもとに講師からお話を聞き、参加
者同士で情報交換を行う。講師:一般社団法人イドミィ 代表理事 髙橋惇さん

こども文化科学館

定員:50名（先着順）
参加費:無料
申込:受付中
＊オンライン（Webex）参加も可
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
定員:各30名（先着順）
参加費:無料
申込:受付中
定員:20名（先着順）
参加費:無料
申込:受付中
＊オンライン（Webex）参加も可

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/

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

Tel 072-784-1222
＜開館時間＞
9:00-17:15（入館は16:45まで）

平日（冬休み）:
12/27（月）
1/5（水）、1/6（木）

12/4（土）～3/6（日）

定員:50名（先着順）
参加費:無料
申込:受付中

＜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

プラネタリウム 冬のレギュラー投影 「怪盗Bからの予告状」
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

ひょんたん

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～12/26（日）「森のクリスマス」 1/9（日）～2/27（日）「オリオンとさそり」
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

12/4（土）～3/6（日）

冬の企画展 「光でトラベル！天体めぐり」

12/19（日）

クリスマス・フェスタ 2021

＜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。

プラネタリウムや工作などを楽しもう！

サンシティホール
1/8（土）
1/15（土）
2/5(土）
全3回

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

短期陶芸1月教室
10:00-12:00
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｡
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Tel 072-783-2350
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:20名 材料費:1,000円
申込:12/25（土）まで

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/

伊丹市立図書館
ことば蔵
12/4（土）

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

英語のおたのしみ会

14:15

会場:南分館 ぎょうじのへや
対象:幼児～小学校低学年（未就学児は保護
者同伴） 定員:先着10名 参加費:無料

英語絵本のよみきかせ
12/5（日）

吃音講座 「言語聴覚士と吃音」

13:00

ことばと聞こえの専門家である言語聴覚士が、その仕事内容や吃音症に
ついてお話します。体験談発表なども開催予定。
12/15（水）

クリスマス会

15:00～

会場:ことば蔵1階 多目的室2
対象:2才以上 定員:先着20名
参加費:無料
開始30分前から会場前にて整理券配布

人形劇などクリスマスにちなんだおたのしみ会です。
12/18（土）

サンタのおたのしみ袋

9:30～18:00

中身の見えない袋に入った本3冊を貸出。袋がなくなり次第終了。要図書
館利用券。
1/8（土）

今年の干支で 「読み初め会」

15:00～

会場:ことば蔵 2階、3階
定員:児童書：50袋、一般書30袋
参加費:無料
会場:ことば蔵1階 ぎょうじのへや
対象:5才～小学生 定員:先着10名
参加費:無料
開始30分前から会場前にて整理券配布

2022年の干支、寅（とら）にちなんだおはなし会です。

ことば蔵ギャラリー

会場:ことば蔵1階交流フロア
定員:先着20名
参加費:無料
電話または来館で要事前申込

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）

12/7（火） – 12月12（日）

伊丹で暮らす 外国人の母国紹介など

パネル展示

12/14（火） - 12/19 （日）

地域に学ぶ 「トライやる・ウィーク」地域応援ポスター展

ポスター展示

12/21（火） – 12/26（日）

令和３年度 DV・デートDV防止パネル展

パネル展示

1/11（火） - 1/16（日）

第２回 Photo FanFan 作品展

写真

1/18（火） - 1/23（日）

シベリア抑留1450日

パネル展示

年末年始休館日のご案内
令和３（2021）年

施

設

名

12/28
（火）

12/29
（水）

12/30
（木）

令和4（2022）年
12/31
（金）

1/1
（土）

1/2
（日）

1/3
（月）

1/4
（火）

東リ いたみホール、アイホール、ラスタホール
図書館南分館、こども文化科学館
伊丹アイフォニックホール
きららホール、図書館北分館
中央公民館、青少年センター
図書館ことば蔵、ことば蔵ギャラリー
図書館西分室、図書館神津分館
昆虫館
サンシティホール

・サンシティホールは12/30（水）と1/3（月）は17:30に閉館
・美術館、工芸センター、伊丹郷町館、ラスタホールの事務所は12/28（火）～1/4（火）休業
・博物館、柿衞文庫の事務所は12/29（水）～1/3（月）休業
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は休館日

発行： 伊丹市 都市活力部 産業振興室 文化振興課

