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△！複数回講座の休講日は記載しておりません。各問い合わせ先にご確認ください

%無料 &同館"７８４－８１７０へ。,

おはなし会

!６月２６日㈯１５：００ "＆'図書館「こ

とば蔵」"７８３－２７７５ #絵本の読み

聞かせなど $５歳～小学生１０人 %

無料 ) ,

小学生のおはなし会

!６月２６日㈯１５：００ "＆'図書館南

分館"７８１－７３３３ #読み聞かせ、ブ

ックトークなど $小学生１０人 %無

料 ) ,

おうちで手作りおもちゃ教室

!６月２７日㈰ "＆'きららホール"

７７０－９５００ #テーマは「カーレース

を楽しもう！」。材料と作り方を配布

$３０人 %無料 ) ,

キャップタワー選手権

!６月２７日㈰１０：００ "＆'児童会館

こらくる"７６７-７６７６ #制限時間内

にペットボトルのふたを積み上げて、

その数を競う $小学生２５人 %無料

) ,

きららキッズダンスクラブ

!＆$７月５日～９月１３日の月曜▷

１７：１０＝４歳～就学前▷１８：１０＝小学

生。いずれも全８回。各１５人 "きら

らホール %各４４００円 &同ホール"

７７０－９５００へ。,

リトミック

!＆$７月８日㈭▷１０：００＝１０カ月～

１歳９カ月とその保護者▷１１：００＝１

歳１０カ月～就園前とその保護者。各２０

組 "きららホール #親子でリズム

遊びなど %各５００円 &６月１７日か

ら同ホール"７７０－９５００へ。,

ふれあいベビーマッサージ

!７月２０日㈫１０：００ "きららホール

#歌遊びなどを交えながら楽しくベビ

ーマッサージ $２カ月以上（歩くま

で）とその保護者９組 %５００円 &

６月１５日から同ホール"７７０－９５００

へ。,

夏休み自由研究講座「天体望遠鏡工作」

!７月２２・２３

日の祝日１７：３０

"＆'こども

文化科学館"

７８４ - １２２２

#望遠鏡を作

り、月や星を

観察 $小・中学生とその保護者各１２

組 %各３５００円 &６月３０日までに同

館㋭から電子申請を。-

夏休み親子陶芸教室

!７月２４日～８月２１日の土曜（全３回）

１０：００ "サンシティホール #陶芸

作品の成形と絵付け $小学生とその

保護者１５組 %無料（材料費別） &

(７８５－２４６１か+に必要事項を書い

て、７月１０日（必着）までに〒６６４-

００２３中野西１‒１４８‒１サンシティホール

（"７８３－２３５０）へ。-

サマーデイキャンプ３日間

!７月２６～２８日 "伊丹スポーツセン

ター #日帰りキャンプ $小学４～

６年生３２人 %９０００円 &６月２０日～

７月１１日に直接、同センター（"７８３

－５６１３）へ。,

０さい音育あそび♪

!７月２７日㈫１０：００ "きららホール

#親子で音あそびなど $首が据わっ

た４～１０カ月とその保護者９組 %

５００円 &６月２２日から同ホール"７７０

－９５００へ。,

きららホール「きららキッズすくーる」

!＆$＆%下表の通り &６月２０～２６

日（２６日は１７：００まで）に同ホール"

７７０－９５００へ。-

講座名 日時 対象・定員 費用

夏休み科学実験教室

「おもりの働きを調べ

よう」

７月２７日㈫１３：３０
小学１～４年生３０人（２

年生以下は保護者同伴）
６００円

ゆうゆうさんと一緒に

「石けんづくり体験」

７月２９日㈭１０：００、

１０：３０、１１：００、１１：３０

幼児以上各１０人（就学前

は保護者同伴）
各２００円

もふもふ♪モスペット

を作ろう
７月３０日㈮１０：００

３歳～小学生１５人（就学

前は保護者同伴）
２０００円

指でくるっとパステル

アート
７月３０日㈮１３：３０ 小学生１５人 ６００円

ジェルキャンドル体験 ８月３日㈫１０：００
５歳～小学生１５人（就学

前は保護者同伴）
１８００円

夏休みポスター教室
８月５・６日の１３：３０

（全２回）
小学４～６年生８人 ７００円

子ども押し花教室 ８月１０日㈫１０：００ 小学生１５人 １１００円

写真フレームをつくろ

う！
８月１９日㈭１０：００ 小学生１２人 １０００円

ハワイアン☆アロマの

芳香剤づくり
８月２０日㈮１０：００ 小学生１５人 １１００円

夏休み自由研究講座「親子でプラネタリウム解説体験」

! ７月３１日㈯

９：３０ "＆'

こども文化科学

館"７８４－１２２２

#プラネタリウ

ムで星空解説を

体験 $小学１

・２年生とその

保護者１０組 %５００円 &７月１６日ま

でに同館㋭から電子申請を。-

夏休み自由研究講座「マイ★プラネタリウム工作」

!８月１日㈰

１０：３０、１４：００

"＆'こども

文化科学館"

７８４ － １２２２

#自分だけの

プラネタリウ

ム作り $小学１～３年生とその保護

者各１２組 %各７００円 &７月１６日ま

でに同館㋭から電子申請を。-

ぼうけんの森 キャンプ

【①どきどきキャンプ～はじめての森

探検】!８月２日㈪ $４・５歳児１２

人 %４０００円 【②わんぱくキャンプ

～森で遊ぼう！】!８月６日㈮ $小

学１～４年生１２人 %４０００円 【③チ

ャレンジキャンプ～森で挑戦】!８月

２０日㈮ $小学３～６年生１２人 %

４０００円 "神戸三田アウトドアビレッ

ジＴＥＭＩＬ（三田市木器） &市㋭

（下二次元コードから読み取り可）か

ら電子申請か+（１枚につき１人）に

必要事項と性別、学校（幼稚園など）

名、保護者氏名を書いて、①②７月２

日③１６日（必着）までに

〒６６４-８５０３伊丹市教育

委員会事務局こども若者

企画課（"７８４－８１６７）へ

（定員に達しない場合、中止）。-

ス ポ ー ツ

緑ケ丘体育館「７月開講の教室」

!＆$＆%下表の通り &６月２１日か

ら直接、同館（"７７０-４４０１）へ。,

第５６回 伊丹水練学校

!▷７月２７日～８月６日▷１７～２７日。

いずれも８：００（全８回） "緑ケ丘プ

ール #短期水泳教室 $小学３～６

年生各６０人 %各６８００円 &緑ケ丘体

育館にある申込用紙（同館㋭からダウ

ンロード可）に必要事項を書き、返信

用*を添えて６

月２１～３０日に直

接、同館（"７７０

-４４０１）へ。-

善 意

５月１９日までに次の皆さんから寄付が

ありました。（敬称略。順不同）

【伊丹市】▷新型コロナウイルス感染

症対策＝西畑明博▷支え合う福祉と健

康づくり＝馬場昌子▷市立伊丹病院の

医療機能の充実＝堀木優志【教育委員

会】▷教育の振興＝庄野電気工事㈱

▷物品＝伊丹市の幼児教育を考える親

の会【社会福祉協議会】和カフェかお
ク ラ ブ

り、荻野春日倶楽部【社会福祉協議会

・善意銀行】▷物品＝コスモ会

緑ケ丘体育館「７月開講の教室」

広報伊丹■２０２１（令和３）年６月１５日 第１４４８号（６）
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!ラジオｄｅ広報伊丹（毎日１９：００）

!伊丹通信（月～金曜８：１５／１８：１０）

!ことばの花束（月～金曜１０：５０／１５：５０）

!伊丹市役所なんでも質問箱（火曜９：００／

１４：３０・土曜１１：４５）

!魅力発見！いたみの広場（水曜９：００／１４：３０

・日曜１１：３０）

!未来を託す人づくり（第２・４木曜９：００

／１４：３０）

!中心市街地駐輪駐車場情報（土・日曜１３：１５）

!市長の部屋（第２日曜９：００／翌金曜１９：２０／

翌土曜１８：００）

!月刊 市高インフォメーション（第３日曜

９：００）

ベイ・コミュニケーションズ!０６-６４１７-７８９２
「伊丹だより」ホームページ
https://baycom.jp/service/cable_tv/com
munity/itamidayori/

市提供番組

納付はお早めに

市県民税（第１期分）

国民健康保険税（第１期分）

介護保険料（第１期分）

納期限は６月３０日㈬

納付は便利な口座振替で

７９．４
メガヘルツ

「伊丹だより」ケーブルテレビ市 広 報 番 組

週替わりで放送

デジタル放送（１１ch）毎日９:１５、１４:１５、

１７:３０、２１:３０に放送

【６月１４日号】イベントダイジェスト「４つの

国の音楽 イタリア×中国×ペルー×ブルキナ

ファソ」【２１日号】ゲストコーナー「地震に備

えよう 命を守る住宅の耐震化」【２８日号】ト

ピックス「魅惑のいもむし・けむし展」。各号

お知らせコーナーも。YouTubeで字幕付きの

放送あり。

お便りやリクエストも
受け付け中!
〒６６４-８５５８エフエムいたみ
Ｅメールhappy@itami.fm
ファクス７８５-４１６１
ホームページ
https://www.itami.fm/

エフエムいたみマスコットキヤラクター「ななきょん」

５月の交通事故（速報数）
人身５２件（令和３年累計３１２件）
※昨年４６件（令和２年累計３１９件）

死者０人（令和３年累計１人）
※昨年０人（令和２年累計１人）

スマホより 集中するのは 前の道

「ハッピーエフエムいたみ」

適時緊急
情報配信

教室名 日時 対象・定員 費用

太極柔力球教室
７月１日～９月１６日の木曜（全９回）
１５：１０

１８歳以上１０人

各９７２０円

ジュニア運動教室
７月１日～９月１６日の木曜（全９回）
①１５：３０②１６：４０

①４・５歳児１６人②小学
１～４年生１０人

フットサルスクール
７月１日～９月９日の木曜（全８回）
①１５：３０②１６：３０③１７：４０④１８：４０

①４・５歳児１５人②小学
３年生③小学４年生④小
学５・６年生。各２０人

各７８４０円

ヨガ棒で肩甲骨スッキリヨガ教
室

７月２日～９月１７日の金曜（全１０回）
９：３０

１８歳以上１０人

各９０００円

陰ヨガ教室
７月２日～９月１７日の金曜（全１０回）
１０：４５

１８歳以上の女性１５人

リトルキッズ運動教室
７月２日～９月２４日の金曜（全８回）
１４：３０

２歳半～４歳１２人 ８６４０円

キッズテニススクール
７月２日～９月１７日の金曜（全１０回）
①１６：４０②１７：５０③１９：００

①４歳児～小学２年生②
小学３～６年生③強化ク
ラス。各１２人

各１万８００円

ジュニア運動教室
７月５日～９月１３日の月曜（全９回）
①１５：３０②１６：４０

①４・５歳児１６人②小学
１～４年生１８人

各９７２０円

フットサルスクール
７月５日～９月１３日の月曜（全１０回）
①１５：５０②１６：５５

①小学１年生１８人②小学
２年生２０人

各９８００円

ダンスバトン教室
７月５日～９月１３日の月曜（全９回）
１８：００

初心者の５歳～中学生２０
人

９７２０円

レディースフットサルスクール ７月５・１２・２６日の月曜１９：３５ 中学生以上の女性各２０人 各１０００円

アシックスシニアウォーキング
ラボ

７月７日～９月２２日の水曜（全１１回）
１１：１５

５０歳以上１０人 ９６８０円

スポーツバレエ教室
７月７日～９月２２日の水曜（全１１回）
①１５：２５②１７：０５

①２～４歳②小学２～６
年生。各１２人

各１万２１００円

大阪エヴェッサバスケットボー
ル教室

７月７日～９月２２日の水曜（全１１回）
１５：３０

初心者の６歳～小学生２０
人

１万４０８０円

美ボディエクサ・骨格美人教室
７月７日～９月２２日の水曜（全１１回）
１９：１５

１８歳以上２５人
８８００円
（１回１０００円）

チアリーディング教室
７月１７日～９月２５日の土曜（全８回）
９：３０

初心者の４歳～小学生２５
人

７８４０円

なぎなた教室
７月１７日～９月２５日の土曜（全６回）
１５：００

小学生以上３０人 ４２００円


