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（７）広報伊丹■２０２１（令和３）年９月１５日 第１４５４号

本紙９月１５日号は９月６日時点の

情報です。新型コロナウイルスの

感染拡大を防ぐため、イベントが

中止・変更になる場合がありま

す。最新情報は市㋭などでご確認

ください

お 知 ら せ

博物館休館

１０月１日から、みやのまえ文化の郷へ

の機能移転の準備のため、博物館を休

館します。来年４月には美術館などと

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 '博物

館!７８３－０５８２

埋蔵文化財センター臨時休館

１０月１～２９日、展示準備のため、埋蔵

文化財センターを臨時休館します '

同センター!７８４－１０３９

シルバー人材センター出張入会説明会

!１０月３日㈰１０：３０ "ラスタホール

$おおむね６０歳以上３０人 %無料（粗

品進呈） &(シルバー人材センター

!７７２－０１６１へ。*

趣 味 ・ 芸 術

健康エアロビクス講座

!１０月５日～１１月３０日の火曜（全８回）

１０：４０ "きららホール $２０人 %

４８００円 &９月２１日から同ホール!

７７０－９５００へ。*

フラワーアレンジ講習会

!１０月５日㈫１３：３０ "みどりのプラ

ザ #季節の花のテーブルアレンジ

$１５人 %３０００円 &９月１５日から同

所!７７２－７６９６へ。*

秋の寄せ植え講習会

!１０月７日㈭１３：３０ "みどりのプラ

ザ #秋の草花の寄せ植え $１５人

%２５００円 &９月１５日から同所!７７２

－７６９６へ。*

ヨガ講座

!１０月９日～１１月２７日の土曜（全７回）

１０：３０ "きららホール $１６人 %

４２００円 &９月１８日から同ホール!

７７０－９５００へ。*

ココロ癒しのパステルアート

!１０月１２日㈫１０：００ "きららホール

#「秋の森でかくれんぼ」を描く $

８人 %１０００円 &同ホール!７７０－

９５００へ。*

おしゃれな花あそび

!１０月１５日㈮１０：００ "きららホール

#ミニカボチャを使ったハロウィーン

アレンジ $１０人 %２６００円 &同ホ

ール!７７０－９５００へ。*

身体と心をととのえる「椅子ヨガ」

!１０月１５日㈮１８：３０ "男女共同参画

センターここいろ $１５人 %無料

&９月１５日から同所!７８１－５５１６へ。

*

チャレンジ！１日クラフト教室

ツートンカラーのクラッチバッグ

【手織講座

「ツートン

カラーのク

ラッチバッ

グ を 織

る」】!１０

月１６日 ㈯

１０：００、１４：００ #足踏み式の大きな織

機で布を織り、クラッチバッグに仕立

てる $小学５年生以上各１０人 %各

３０００円 【水彩木版画「クリスマスカ

ードをつくろう！」】!１１月２３日㈷

１３：３０ #版木を彫って手刷りの木版

画

水彩木版画のクリスマスカード

クリスマ

スカードを

作る $中

学生以上１０

人 %２０００

円 "東リ

いたみホー

ル &９月１７日１０：００から(工芸セン

ター!７７２－５５５７へ（電話１回ごとに

２人まで申し込み可）。*

大人が学ぶ高校日本史 通史

!１０月１６日～来年２月２６日の土曜（全

１０回）１０：００ "ラスタホール #明

治維新から日露戦争までの歴史を学ぶ

$若干名 %５０００円 &同ホール!

７８１－８８７７へ。*

なつかしの演歌を歌おう

!①１０月１６日～来年３月１９日の土曜②

１０月１９日～来年３月１５日の火曜。いず

れも１４：００（全６回） "きららホー

ル $各１５人 %各３６００円 &①９月

１８日②２１日から同ホール!７７０－９５００

へ。*

楽しい淡彩画

!１０月１８日～来年２月１４日の月曜（全

５回）１０：００ "ラスタホール #鉛

筆などで描いた絵に水彩絵の具や色鉛

筆であっさりと彩色する $１５人 %

４７００円 &同ホール!７８１－８８７７へ。*

くらしを彩るハーブ＆アロマ

!１０月１９日㈫１０：００ "きららホール

#「エキナセアの秘めたチカラ～ハー

ブうがい液とハーブティ」 $１０人

%１７００円 &９月２１日から同ホール!

７７０－９５００へ。*

樹脂粘土 アクセサリー

!１０月２０日～１２月１５日の水曜（全３回）

９：３０ "神津福祉センター $１０人

%１回７７０円（材料費別） &１０月１３日

までに同センター!７７７－１０２２へ。*

季節のアクセサリー

!１０月２５日㈪１０：００ "きららホール

#「ビーズ刺しゅうのマスク飾り」 $

１４人 %２３６０円 &９月２７日から同ホ

ール!７７０－９５００へ。*

相 談

ＤＶ相談ナビ

配偶者からの暴力に悩み、どこに相談

すれば良いか分からない人のために、

相談機関を案内するＤＶ相談ナビサー
プラス

ビス!＃８００８、ＤＶ相談＋"®０１２０－

２７９－８８９を実施しています %無料

講 座 ・ 講 演

「ふらっと」パソコン教室

!９月２７日～１１月８日の月曜（全７回）

１４：００ "「ふらっと」人権センター

#「続ワード＆エクセル」 $５人 %

３５００円 &９月１５日から(同センター

!７８１－６００６へ。*

自分だけのキャリアを磨こう！

!１０月２～３０日の土曜（全３回）１０：００
ぐら

"図書館「ことば蔵」 #中小企業診

断士による実践型キャリア開発ワーク

ショップ $８人 %無料 &９月２６

日までに同館!７８４－８１７０へ。*

初心者のためのスマートフォン体験講座

!１０月４日㈪１０：００ "ラスタホール

$２０人 %無料 &同ホール!７８１－

８８７７へ。*

循環型社会を目指して！

!＆"▷１０月７日㈭１０：００＝スワンホ

ール▷１７日㈰８：００＝三軒寺前広場

#フードバンクに関する講演とフード

ドライブ体験 $各２０人 %無料 &

中央公民館!７８４－８０００（)７８４－

８００１、同館㋭から電子申請も可）へ。

*

秋の宮前ミニ講座「お渡り」する神様

!１０月９日㈯１０：３０ "図書館「こと

ば蔵」 $２０人 %無料 &９月２２日

から同館!７８４－８１７０へ。*

滝川好夫の政治経済塾

!１０月９日～１２月１１日の土曜（全５回）

１４：００ "ラスタホール #時事、政

治、経済のニュースを分かりやすく解

説 $若干名 %４５００円 &同ホール

!７８１－８８７７へ。*

初心者のためのスマホ体験講座

!１０月１３日㈬１０：００、１３：３０ "スワン

ホール $各２０人 %無料 &９月１６

日１０：００から中央公民館!７８４－８０００

（)７８４－８００１も可）へ。*

四国お遍路入門

!１０月１５・２９日の金曜（全２回）１４：００

"ラスタホール #「四国８８カ所霊場

を歩いて解った事」をテーマに遍路体

験の話を聞く $２０人 %無料 &同

ホール!７８１－８８７７へ。*

「初めてのＮＰＯ法人」つくり方講座

!１０月１７日㈰１３：３０ "スワンホール

$１５人 %無料 &市民まちづくりプ

ラザ!７８０－１２３４へ。*

日商簿記検定３級講習会＋検定試験

!１０月２２日～来年１月２１日の金曜（全

１３回）１８：１０（１月２１日は検定試験） "

伊丹商工プラザ $２５人 %２万３０００

円 &１０月１５日までに伊丹商工会議所

㋭から電子申請（)７７５－１２２３も可）

を。* '同所!７７５－１２２１

今、プラスチックに何が起きているのか？

!１０月２３日㈯１４：００ "ラスタホール

#海洋プラスチックごみ問題について

$２８人 %８００円 &同ホール!７８１－

８８７７へ（同ホール㋭から電子申請も

可）。*

ス ポ ー ツ

緑ケ丘体育館「１０月開講の教室」

!＆$＆%下表の通り &９月１５日か

ら（※は２５日までに）直接、同館（!

７７０－４４０１）へ。*

記事中の記号の見方は上段の「６・７面の記号の見方」をご覧ください

６
・
７
面
の
記
号
の
見
方

!…日時 "…場所 #…内容 $…対象・定員 %…料金

&…申し込み方法 '…問い合わせ先 (…一時保育あり

)…電話（で） *…ファクス（で） +…当日直接、会場へ

,…はがき（で） -…往復はがき（で） .…先着順

㋭…ホームページ /…応募多数の場合は抽選

＊申し込みがはがきか往復はがき、ファクスの場合

は、次の必要事項を必ず書いてください。

必要事項…郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話

番号（あればファクス番号も）、講座・行事名、コース名など

＊往復はがきの場合は返信用に郵便番号（７けた）、

住所、氏名も記入しておいてください。

緑ケ丘体育館「１０月開講の教室」

△！電話番号はよく確かめてからおかけください

かっこ内は休業日 市外局番は「０７２」
電話 ファクス

市 役 所（土・日・祝） ７８３-１２３４
（代表）

７８４-８１０７
（広報課）

・神津支所（土・日・祝）
・北支所（土・日・祝）
・西分室（土・日・祝）
・南分室（土・日・祝）
・野間分室（土・日・祝）
人権啓発センター（土・日・祝）
くらしのプラザ（土・日・祝）
消防局
上下水道局（土・日・祝）
交通局
伊丹病院
環境クリーンセンター（土・日）

７８２-２２１８
７８１-０１５３
７７９-４３３２
７７２-１００１
７７７-６８３０
７８１-６００６
７８２-８２６１
７８３-０１２３
７８３-１６００
７８１-３７５１
７７７-３７７３
７８２-０９６８

――
――
――
――
――

７７９-６２２４
――

７８３-４９９９
７８３-４６０９
７８１-５７１１
７８１-９８８８
７７５-３１７９

教室名 日時 対象・定員 費用（保険料別）

※健康ピンポン教室 １０月１日～１２月１７日の金曜
（全１２回）９：３０、１０：４５ ５５歳以上各７０人 各４３２０円

キッズテニススクール
１０月１日～１２月１７日の金曜
（全１０回）①１６：４０②１７：５０
③１９：００

①年中～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

チアリーディング教室 １０月２日～１２月２５日の土曜
（全８回）９：３０ ４歳～小学生の初級者２０人 ７８４０円

なぎなた教室 １０月２日～１２月２５日の土曜
（全８回）１５：００ 小学生以上３０人 ５６００円

ジュニア運動教室 １０月４日～１２月２０日の月曜
（全１２回）④１５：３０⑤１６：４０

④年中・年長１６人⑤小学１～４年生
１８人 各１万２９６０円

フットサルスクール １０月４日～１２月１３日の月曜
（全１１回）⑥１５：５０⑦１６：５５ ⑥小学１年生１８人⑦小学２年生２０人 各１万７８０円

ダンスバトン教室 １０月４日～１２月２０日の月曜
（全１２回）１８：００ ５歳～中学生の初心者２０人 １万２９６０円

レディースフットサルスクール １０月４～２５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

１０月６日～１２月１５日の水曜
（全９回）１１：１５ ５０歳以上１０人 ７９２０円

スポーツバレエ教室
１０月６日～１２月１５日の水曜
（全９回）⑧１５：２５⑨１６：１５
⑩１７：０５

⑧２～４歳⑨５歳～小学１年生⑩小
学２～６年生。各１２人 各９９００円

大阪エヴェッサバスケットボー
ル教室

１０月６日～１２月２２日の水曜
（全１０回）⑪１５：３０⑫１６：４０

⑪初心者コース⑫経験者コース。い
ずれも６歳～小学生。各２０人

⑪１万２８００円
⑫１万３８００円

美ボディエクサ・骨格美人教室 １０月６日～１２月１５日の水曜
（全９回）１９：１５ １８歳以上１２人 ７２００円

太極柔力球教室 １０月７日～１２月１６日の木曜
（全９回）１５：１０ １８歳以上１０人 ９７２０円

ジュニア運動教室 １０月７日～１２月１６日の木曜
（全１１回）⑬１５：３０⑭１６：４０

⑬年中・年長１６人⑭小学１～４年生
１０人 各１万１８００円

フットサルスクール
１０月７日～１２月１６日の木曜
（全１０回）⑮１５：３０⑯１６：３０
⑰１７：４０⑱１８：４０

⑮年中・年長１５人⑯小学３年生⑰小
学４年生⑱小学５・６年生。各２０人 各９８００円

リトルキッズ運動教室 １０月１５日～１２月１７日の金曜
（全９回）１４：３０ ２歳半～４歳１２人 ９７２０円


