
【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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FEBRUARY/ MARCH 2022

2・3 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、1月24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。

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。

2/12（土） 19:00 関典子ダンス公演『牧神とニンフの午後』 会場:メインホール
前売:2,000円 当日:2,500円
全席自由
＊未就学児は親子室で鑑賞可
（要予約）
問合せ先：東リ いたみホール
072-778-8788 ☘

伝説のダンサー、ワツラフ・ニジンスキーの初振付作品『牧神の午後』（1912年初演）を
ベースに、コンテンポラリーダンス、バレエ、舞踏といった幅広いジャンルで活躍する関
典子と共に世界初演『牧神とニンフの午後』を上演します。

2/14(月) 19:00 文化サロン“話題探訪” 「ジャズ－その誕生と変遷」 会場:小ホール1
定員:60名
参加費:1,500円
キャンセル待ちで申込受付中

☆

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）

2/19(土) 14:00 伊丹シティフィルサロンコンサートvol.23 ～パーカッシブ・パーカッション～ 会場:小ホール1
500円
全席自由

☆☘

伊丹シティフィル打楽器奏者によるアンサンブル。打楽器の音を聴いて、目で見て、肌
で感じることのできる、楽しい曲満載のコンサートです。
【演奏】Per4mers（パフォーマーズ）
【曲目】「となりのトトロメドレー」「星に願いを」ほか（予定）

3/27(日) 14:00 伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団 『第30回定期演奏会』 会場:メインホール
一般1,500円
高校生以下500円
全席自由

☆☘

【指揮】加藤完二(伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団常任指揮者)
【予定曲目】交響曲第1番(ベートーべン）、歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り(ボロ
ディン)、「火の鳥」組曲1919版(ストラビンスキー)

文化振興課 伊丹市千僧1-1 伊丹市役所６F

http://www.city.itami.lg.jp/（市公式HP） Tel 072-784-8043

3/3（木）-
3/7（月）

10:00-18:00
（入場17:30
まで）

令和3年度 伊丹市芸術家協会展 会場: 東リ いたみホール ６F 中
ホール
入場無料伊丹市芸術家協会会員による絵画（洋画・日本画）、彫刻、工芸、書、写真、デザインの

展示。

3/12（土）-
3/13（日）

10:00-17:00
（3/13は
16:30まで）

第35回 伊丹いけばな展 会場: 伊丹市立図書館ことば蔵
１F 交流フロア北
入場無料伊丹市いけばな協会所属の7流派による大作7点を含む作品展示。
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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。

2/6（日） 10:00-18:00 ピアノを弾こうよ！ピアノひいてみ亭な～♪vol.4 会場:1階エントランスホール
参加無料

ロビーでピアノやギター、打楽器など触って、弾いて、鑑賞して、天井高のある開放的な
エントランスホールで楽しいいひとときをお過ごしください。

2/12（土）-
2/20（日）

9:00-21:30 動物細密画 船曳信世展示会 LIFE～蒼い地球を守りたい 会場:1階エントランスホール
観覧無料
＊2/18のコラボセッションは要申
込（観覧無料）、全席自由（先着
順）

絶滅危惧種や密猟で命の危険に晒されている動物達を鉛筆だけで描いている伊丹市
在住の船曳信世（ふなびきのぶよ）の作品展です。高さ3m以上の等身大のアフリカ象
は必見です。18日（金）15:00～/19:00～ダンスと音楽とのコラボセッションあり。

2/12（土）-
2/20（日）

9:00-21:30 第44回 伊丹現代美術“BUT”展 会場:2階ロビー・ギャラリー
観覧無料

1989年（平成元年）から活動している伊丹現代美術「BUT」の作品展です。
自由で創造・発見の喜びを味わいながら、個性豊かな作品を制作しています。
“アートの力”を楽しんでください。

2/16（水） 19:00 野村万作・野村萬斎 狂言公演 会場:大ホール
S席:5,000円
A席:4,000円
全席指定 ☆☘

人間国宝・野村万作を筆頭に、幅広い分野で活躍する野村萬斎らの至芸により、600年
以上の伝統を有する和楽の世界をご堪能ください。【演目】「佐渡狐」「釣針」

2/19（土） 13:00 SONGS＆MAGIC 土曜の午後は、まったりタイム 会場:中ホール
入場無料（要申込）
全席自由
＊EXCELアート展示は申込不要

マジックやバンド演奏などのライブをお楽しみください。
同日12:00～17:00でEXCELアートの展示も実施。

2/24（木） 15:15 フランス・バロックの愉しみ Pièces de Caractère “個性的な小曲たち” 会場:多目的ホール
前売:2,000円
当日:2,500円
全席自由（整理番号付き）

☆☘

フランス王朝文化の時代、当時の宮廷で花形楽器であったビオラ・ダ・ガンバとクラヴサ
ン（チェンバロ）の魅力を最大限に引き出した様々な表情の曲をお楽しみいただきます。
【出演】橋詰シャフィック（ビオラ・ダ・ガンバ）、平出智子（チェンバロ）

3/4（金） 18:30 桂米朝一門 いたみ寄席 会場:多目的ホール
前売:2,000円
当日:2,200円
定員90名

☆☘

20年以上に渡り愛される定番公演「いたみ寄席」。
小規模で落ち着いた会場で、生の落語の醍醐味が味わえる公演です。
【出演】桂団朝、桂よね吉、桂吉の丞、桂團治郎、桂りょうば

3/9（水） 10:30 1階エントランスホール活用事業vol.21 体力測定会 会場：エントランスホール
参加無料（要申込）
定員48名いつまでも健康で自分らしく暮らしていくために、先ずは、ご自身の「現状の体力を知

る」ことから始めてみませんか？測定結果を基に、運動の目安や方法をアドバイスいた
します。

3/27（日） 17:30 ITAMI HANAUTA FESTIVAL vol.1
～アーティストと共演しよう！子ども体験型ライブ～

会場：大ホール
一般:4,500円
小学生以下:2,000円
全席指定
*4歳未満のお子様は膝上鑑賞の
場合無料

アーティストたちによる音楽ライブに加え、子どもたちがアーティストと共演したり、舞台
裏で取材体験ができるスペシャルイベントを開催します！
【出演】藤巻亮太、DJダイノジ、他。
＊子ども共演体験の募集、小学生以下の無料ご招待（先着150名様）については、ホー
ムページをご確認ください。

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

3月末まで休館中 今年4月、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。

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。



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。
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柿衞文庫（かきもりぶんこ）

事務所移転につき3月1日（火）から住所が変わります。

【2/27(日)まで】 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
【3/1（火）から】 伊丹市宮ノ前2-5-20 月曜休（祝日の場合、翌平日休） 事務所受付時間 10:00-18:00（電話のみ）
Tel 072-782-0244 http://www.kakimori.jp
＊3/1（火）は電話回線移設工事のため電話がつながらない場合がございます。

2/19（土）、3/19（土） 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

2/4（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

2/13（日）
3/13（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:杉田菜穂

2/26（土）
3/26（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

伊丹市立美術館／伊丹市立工芸センター／伊丹市立伊丹郷町館

長期休館中。事務所移転につき2月24日（木）から住所が変わります。

【2/23(水祝)まで】 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
【2/24（木）から】 伊丹市宮ノ前2-5-20 月曜休（祝日の場合、翌平日休） ＊但し、2/28（月）は開業 事務所受付時間 10:00-18:00（電話のみ）
＊2/24（木）は電話回線移設工事のため電話がつながらない場合がございます。

美術館：072-772-7447 工芸センター：072-772-5557 伊丹郷町館：072-772-5959

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。

3/11（金） 19:30 AI・HALL提携公演 金滿里ソロ公演『漆黒の赤』 【全席指定】
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

☘

3/12（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。その芸術監督である金滿里（キムマンリ）が、今回は
暗闇の中から原始の生命が生まれ出る姿を身体一つで表現します。
＊3/11（金）終演後にシアタートークあり

3/13（日） 13:00

①3/27（日）
②3/28（月）

各日9:30 AI・HALL自主企画

『アイフェス!!2022（AI・HALL中学高校演劇フェスティバル）』
【自由席】
入場無料（要予約制）

市内中学・高校の演劇部が、アイホールをフルに活用し、各々自信作を上演します。
【出演】①中学の部/伊丹市立西中学校、伊丹市立松崎中学校、伊丹市立南中学校
②高校の部/伊丹市立伊丹高等学校、兵庫県立伊丹高等学校、兵庫県立伊丹北高
等学校、兵庫県立伊丹西高等学校
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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－2/14（月） 企画展 「伊丹の自然」 ＜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

開催中－2/14（月） プチ展示 「海洋堂いきものフィギュア展」

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

開催中－2/28（月） プチ展示 「身近な自然絵はがき展」

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

開催中－4/4（月） プチ展示 「ファーブル昆虫記を読もう！」

虫好きのバイブル「昆虫記」の魅力を紹介。会場:2 階学習室

2/9（水） －2/28（月） プチ展示 「友の会活動紹介」

伊丹市昆虫館友の会の活動と、会員の研究を紹介します。会場:1 階特別展示室（予
定）

2/16（水）－5/9（月） 企画展 「伊丹市昆虫館コレクション展」

ふだん公開していない当館の収蔵資料を展示します。会場:2階第2展示室

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！

平日（春休み）:
3/28（月）-4/6（水）

＜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。

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～2/27（日）「オリオンとさそり」 3/6（日）～終了日未定「星空メリーゴーラウンド」

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 - 3/6（日） 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」

開催中 - 3/6（日） 冬の企画展 「光でトラベル！天体めぐり」

3/12（土）-5/30（月） プラネタリウム春のレギュラー投影 「テーマ：望遠鏡」

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。

3/12（土）- 5/30（月） 春の企画展 「テーマ：望遠鏡」

ひょんたん

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

2/13（日） 10:00-12:00 サンシ亭「元気寄席」～故郷の街をともに生きる～シリ－ズ第18回 会場：2階多目的室 全席自由
定員：24名（先着順、当日整理券
配布）
入場無料

【出演】末成亭鈴童、戎家ぱんだ、海雪堂青凌、ハンサム亭どろん、桂白鹿（スペシャル
ゲスト）
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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

開催中
- 2/7（月）

9:00-21:00
（日曜17:00まで、
休館日を除く）

生物多様性フェスティバル in  ラスタ 会場:1階 エントランスホール
入場無料 申込不要
＊2/6の講演会は要申込（定員
80名、参加費無料）、受付は伊
丹市昆虫館（785-3582）まで。

伊丹の昆虫・野鳥のパネル展示や、ラスタホール敷地内で見つけた生き物写真・標本
展示、生物多様性関連書籍などを展示します。関連イベントとして、2月6日（日）に2階
多目的ホールにて講演会（共催:伊丹市昆虫館）も開催します。

2/5（土） 10:30-11:30 絵本と音楽であそぼ！ 対象:未就学児とその家族
定員:80名（先着順）
参加費:無料
要申込

夫婦の読み聞かせユニット「おはなし ぽぽんた」さんによる、季節の楽しい絵本の読み
聞かせ。歌絵本や子育てトークも楽しみましょう。

【展示】
2/10（木）
－3/5（土）

【ステージ
発表会】
2/20（日）

【展示】
9:00-21:00
（日曜祝日17:00
まで､休館日を
除く)

【ステージ発表
会】
10:00

ラスタ生涯学習フェスティバル 鑑賞無料
詳細はラスタホールまでお問合
せください。毎年恒例の、ラスタホールで活動する登録団体（サークル）の発表会。各サークルの紹

介も兼ねていますので、何かを始めてみたい方もどうぞお越しください。

【展示】 絵画、工芸、手芸など様々な分野の7のサークルが3日間ずつ作品を展示

【ステージ発表会】 歌や楽器演奏、踊りなど10のサークルが日ごろの成果を発表

①
2/14（月）

②
3/14（月）

①
13:30-14:00

②
10:00-11:30

ノルディック・ウォーキング教室 対象:満16歳以上
定員:①15名、②30名（先着順）
参加費:各800円 要申込
*②は笹原公園で実施、詳細は
フィットネスラスタ（781-4888）まで。

①ポールを使って室内で楽しくエクササイズを行います。手軽に運動を始めたい方向け。
②ポールを使って普段のウォーキングよりも安全かつ効率的に歩きます。体の痛みに
不安のある方や普段のウォーキングでは物足りない方におすすめ。

2/27（日） 13:30-15:00 親子でたのしくひなまつり 対象:2歳～未就学児とその家族
定員:30組（先着順）
参加費:子ども一人につき200円
要申込

手遊びやスライド絵本、おひなさま工作など、楽しいプログラムがいっぱい！女の子も
男の子もみんなで一緒にひなまつりを祝いましょう！
企画：子育て支援ボランティア「もこもこ」

3/12（土） 14:00 ＜朗読劇団あめんぼ座公演＞ 『二人小町』 会場:2階 多目的ホール
料金:一般1,500円、60歳以上・高
校生以下・障がい者1,400円
（当日各100円増）

日本語の美しさ、肉声の響きの素晴らしさを大切にして、活動を続ける「あめんぼ座」。
今回は、菊池寛『入れ札』、芥川龍之介『二人小町』の2作品を朗読劇で上演します。

3/27（日） 14:00 B-88 ベヒシュタイン ピアニストと調律師のトーク＆ピアノ 会場:2階 多目的ホール
料金:一般1,000円
高校生以下・障がい者800円
（当日各200円増）

“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。その音色を間近で
堪能できるコンサートです。ピアニストと調律師の軽快なトークで皆様をクラシックの世
界へご案内します。

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

2/20(日) 14:00 ひょっこリーナの昭和歌謡ショー 入場無料 要申込
申込:1/29（土)から来館・電話(先着順)

出演：ひょっこリーナ
歌・体操・ソロ演奏とバラエティーにとんだプログラムをお楽しみください。

2/23
(水・祝）

14:00 おやこで楽しむ音楽会 定員:50組
入場無料 要申込
対象:3才～小学生と保護者
申込:2/3（木)から来館・電話(先着順)

出演：伊丹シティフィルハーモニー 弦楽四重奏「シュシュ」
童謡やアニメ、クラシックなどの演奏を楽しみながら、親子で音楽に親しめるコ
ンサートです。

2/27(日) 14:00 きらら寄席 入場無料 要申込
申込:1/29（土)から来館・電話(先着順)

出演：虎乃家光甲、酒楽家みっち、渚家梅仁 お囃子「邦楽の会 和奏伎」
毎年恒例の「きらら寄席」。アマチュア落語家として活動中の3人が今年も笑いを
届けます。

中心市街地関連 伊丹市千僧1-1 伊丹市役所６F まちなかにぎわい課

http://www.city.itami.lg.jp/（市公式HP） Tel 072-784-8068

2/20（日）
3/13（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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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

2/13（日） 13:30 ＫＩＴＡ☆シネマ 会場:きららホール多目的ホール
対象:一般 定員:先着80名 参加費:無料
申込不要DVD上映会

「次郎長三国志 大馬鹿者でござんす。」（126分 2008年 日本）

2/27（日）
3/27（日）

14:00 ちょうちょのかみしばい 会場:きららホール 201会議室
対象:一般（未就学児は保護者同伴）
定員:先着30名 参加費:無料
申込不要

かみしばいや、エプロンシアターなど

3/4（金） 13:30-14:15 おとなが愉しむおはなし会 会場:ことば蔵1階ぎょうじのへや
対象:15歳以上 定員:先着10名
開始30分前から会場前にて整理券配布おとな限定のおはなし会です。

3/5（土） 14:00 知的書評合戦 「ビブリオバトル」 会場:ことば蔵1階交流フロア
定員:先着20名（発表者・観覧者含む）
参加費:無料
電話・来館・電子申請のいずれかで要事
前申込

「いきもの」をテーマに本を持ち寄った発表者（バトラー）による本のプレゼン合
戦！観衆の投票でチャンプ本を決定します。

3/13（日） 13:30 ＫＩＴＡ☆シネマ 会場:きららホール 201会議室
対象:一般 定員:先着30名
参加費:無料 申込不要DVD上映会

「九人の翻訳家 囚われたベストセラー」字幕のみ（105分 2019年 フランス・ベ
ルギー）

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）

1/26（水） – 3/3（木） 第7回タイトルだけグランプリ投票所 / 第8回しおりんピック投票所 / 
第9回帯ワングランプリ投票所

応募作品展示

3/8（火） - 3/13 （日） 第4回写真展 タンデム井上隆生「世界の空を飛ぶ」楽しいタンデム 写真

発行： 伊丹市 都市活力部 産業振興室 文化振興課

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）

2/11（金・祝）
- 2/15（火）

9:30-17:30 第19回伊丹子ども市展 入退場自由
費用:無料

子どもたちによる絵画・書の2部門の入賞・入選作品を展示します

①
2/18（金）
②
2/25（金）
③
3/4（金）

①
13:30-15:00
②
13:30-15:00
③
13:30-15:00

WITHコロナ時代を明るく生きる 定員:①③50人、②25人
参加費:500円/1講座
参加方法:①会場・オンライン、②会場、
③会場（ﾗｽﾀﾎｰﾙで中継あり）
申込:受付中

①「不便益って何?」コロナ禍だからこそ、あえて不便を楽しみませんか? 【講師】
川上浩司さん
②「会えない人へ…こころを届ける手紙」無理せず、気軽に伝える手紙が書ける
コツを学びます。【講師】村山順子さん
③「落語に学ぶ 笑いの効用と人間力」落語からWITHコロナ時代、明るく生きる
ためのヒントを見つけませんか？【講師】大川亭さくらさん

3/26（土） 14:00-
（開場は15
分前）

人形劇団クラルテ公演 定員:80人（先着順）
参加対象:0歳児～小学生と保護者
参加費:500円（3歳以上）
申込:3/2（水）10時から

「森のちいくまちゃん」上演時間 約25分
「わくわくドッキン！こぶたのりんご」上演時間 約25分


