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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

品」について学ぶ $３０人 %８００円

&同ホール"７８１－８８７７へ。*

ス ポ ー ツ

レディースフットサル

!２月７～２８日の月曜１９：３５ "＆'

緑ケ丘体育館"７７０－４４０１ $中学生

以上の女性各１０人 %各１０００円 )

*

子育て・子育ち
ぐら

図書館「ことば蔵」「各種イベント」

【おはなし会】!＆$▷１月１５・２２日

の土曜１５：００＝５歳～小学生各１０人▷

２６日㈬１０：３０＝２～４歳２０人 ) *

【ブックスタート体験会】!１月１８日

㈫１３：３０～１５：００ #絵本の読み聞かせ

$０歳とその保護者 &当日９：３０～

１２：００に(同館へ 【おたのしみ会】!

１月１９日㈬１５：００ #エプロンシアタ

ーなど $２歳以上２０人 ) *

【英語でたのしむおはなし会】!１月

２９日㈯１５：００ $４歳以上１０人 )

* 【ことば蔵ＹＡスタッフプロデュ

ース河野裕先生講演会～中高生のため

のシンポジウム】!２月１１日㈷１４：００

$中学・高校生５０人 &１月１４～２６日

に同館㋭から電子申請を。+ %いず

れも無料 '同館"７８３－２７７５

児童会館こらくる「各種イベント」

【エプロンシアターはじまるよ！】!

１月２２日㈯１４：３０ $幼児とその保護
デ

者１０組 【こらくるＤＥ鬼ごっこ！】

!１月２６日㈬１６：００ $小学生２０人

【トランプ大会】!１月３０日㈰１３：００、

１４：００、１５：００ #「ぶたのしっぽ」で

競い合う $幼児～高校生各８人 %

いずれも無料 ) * '同所"７６７

-７６７６

図書館南分館「小学生のおはなし会」

!１月２２日㈯１５：００ $小学生１０人

%無料 ) * '同分館"７８１－

７３３３

ちょうちょのかみしばい

!１月２３日㈰１４：００ "＆'図書館北

分館"７７０－０５１９ $３０人 %無料

) *

ひだまり育児相談

!１月２７日㈭１３：３０～１５：００ "＆'

「ふらっと」児童館"７８１－２５１７ $１

歳半以下とその保護者 %無料（母子

健康手帳持参） )

きららホール「おもしろ科学工作教室」

!１月２９日㈯１３：００ #音や電気に関

する体験学習やスピーカー作り $小

学生とその保護者１２組（３年生以上は

子どものみの参加も可） %１０００円

&１月１７日から同ホール"７７０－９５００

へ。*

ベビーダンス～正しい抱っこ紐の使い方

!１月３１日㈪１０：００ "男女共同参画

センターここいろ内、いたみむっくむ

っくルーム $首が据わった４～８カ

月とその保護者１０組 %無料（親子の

名札・バスタオル・抱っこ紐など持

参） &１月１８日から(子育て支援セ

ンター"７７１－１１５２へ。*
クラ

こどものための蔵シック

!２月３日㈭１４：００ "図書館「こと

ば蔵」 #伊丹シティフィルハーモニ

ー弦楽四重奏団の演奏 $３歳以下と

その保護者２０人 %無料 &１月１８日

１０：００から同館"７８４－８１７０へ。*

ストリートダンスに挑戦！

!２月１２日～３月１９日の土曜（全５回）

９：００ "ラスタホール $小学３年

～高校生１５人 %４５００円 &同ホール

"７８１－８８７７へ。*

ふれあいベビーマッサージ

!２月１５日㈫１０：００ "きららホール

$２カ月以上（歩くまで）とその保護

者９組 %５００円 &１月１８日から同

ホール"７７０－９５００へ。*

きららホール「リトミック」

!＆$２月１７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 %各５００円 &１月２０日から同ホ

ール"７７０－９５００へ。*

つくってあそぼ！手作りおもちゃ教室

!２月２０日㈰１３：３０、１４：２０ "きらら

ホール #「手作りひな人形でひな祭

準備」 $幼児～小学生各８人 %無

料 &１月１６日から同ホール"７７０－

９５００へ。*

きららホール「０さい音育あそび♪」

!２月２２日㈫１０：００ $首が据わった

４～１０カ月とその保護者９組 %５００

円 &１月２５日から同ホール"７７０－

９５００へ。*

趣 味 ・ 芸 術

青少年センター「茶道クラブ」

!毎土曜１３：００（任意の土曜に月２回

参加） "スワンホール $小学３年

生～３９歳 %▷小学３年～中学生＝１

カ月３０００円▷高校生～３９歳＝１カ月

４０００円 &同センター"７７９－５６６１へ

味噌作りにチャレンジ！

!１月３１日㈪１０：００、１３：００ "スワン

ホール $各１５人 %２.５㌔㌘３３００

円、５㌔㌘５５００円 &１月２１日１３：００

～１４：３０に直接、伊丹消費者協会（"

７７３－１４８３）へ。*

美ボディエクサ骨格美人教室

!２月２～１６日の水曜１９：１５ "＆'

緑ケ丘体育館"７７０－４４０１ #体のゆ

がみを整えながら健康づくり $１８歳

以上各１０人 %各１０００円 ) *

お家でサクランボを楽しみましょう

!２月４日㈮１３：３０ "図書館「こと
ぐら

ば蔵」 #暖地サクランボを使った寄

せ植え $２０人 %２５００円 &１月１７

日から市みどり自然課"７８０－３５２１

へ。*

フラワーアレンジ講習会

!２月６日㈰１３：３０ "みどりのプラ

ザ #テーブルアレンジを作る $１５

人 %３０００円 &１月１５日から同プラ

ザ"７７２－７６９６へ。*

からだ元気＆リラックス講座

!２月７日～３月２８日の月曜（全８回）

１３：２０ "きららホール $１６人 %

４８００円 &１月２４日から同ホール"

７７０－９５００へ。*

からだ元気＆リラックス講座～夜コース

!２月７日～３月２８日の月曜（全７回）

１９：００ "きららホール $１０人 %

４２００円 &１月２４日から同ホール"

７７０－９５００へ。*

ココロ癒しのパステルアート

!２月８日㈫１０：００ "きららホール

#「ダイヤモンド」をパステルで描く

$８人 %１０００円 &同ホール"７７０

－９５００へ。*

ラスタホール「朝のピラティス〈早春〉」

!２月１０日～３月２４日の木曜（全７回）

１１：００ $若干名 %６３００円 &同ホ

ール"７８１－８８７７へ。*

きららホール「ヨガ講座」

!２月１２日～３月２６日の土曜（全５回）

１０：３０ $１６人 %３０００円 &１月２２

日から同ホール"７７０－９５００へ。*

くらしを彩るハーブ＆アロマ

!２月１５日㈫１０：００ "きららホール

#ユーカリを使って「お鼻と呼吸をス

ッキリジェル」を作る $１０人 %

１７００円 &同ホール"７７０－９５００へ。

*

きららホール「おしゃれな花あそび」

!２月１８日㈮１０：００ #「春のお花を

使ったパラレルアレンジ」を作る $

１０人 %２６００円 &１月２１日から同ホ

ール"７７０－９５００へ。*

つ の る

「スポセンの風景」フォトコンテスト

伊丹スポーツセンター敷地内で撮影し

た、花や樹木などの風景写真を。入賞

作品は２月２２日～３月３１日、同センタ

ーに展示。入賞特典・参加賞あり &

１月１５日～２月１０日に同センター（"

７８３－５６１３）㋭から電子申請を

いたみ文化・スポーツ財団嘱託職員

スポーツ教室などの事業の企画・立

案、指導業務を行う嘱託職員若干名

を。▷勤務＝週５日のシフト勤務（１

日７時間４５分）▷試験（面接・実技）

＝２月６日㈰１５：００。詳しくは応募要

項（同財団㋭からダウンロード可）で

確認を &市販の履歴書に必要事項を

書き、「これからの公共スポーツ施設

の課題と解決策」と題した作文（４００

字以内）と８４円切手を貼った返信用封

筒を添えて、１月２１日までに直接か郵

送（必着）で〒６６４－０８９５宮ノ前１‒１‒３

（公財）いたみ文化・スポーツ財団（"

７７８－１４２０）へ

伊丹郷町クラフトショップ販売スタッフ

展示販売、接客、商品管理、広報、事

務などを行うスタッフ２人を。▷勤務

＝週３～４日の９：４０～１８：１０▷日給＝
エ ク セ ル ワ ー ド

７６５０円 $Excel、Wordなどパソコ

ン操作ができる人 &市販の履歴書に

必要事項を書き、証明写真を貼って、

１月３１日までに郵送（必着）で〒６６４

－０８９５宮ノ前１‒１‒３東リ いたみホール

内工芸センタースタッフ採用係（"７７２

－５５５７）へ。書類選考後、面接あり

公民館学びと出会いのサポーター

中央公民館での事業の企画・運営を行

う公民館事業推進委員若干名を。任期

は２年。謝礼あり $平日昼間の会議

に参加可能な人 &同館にある所定の

用紙（同館㋭からダウンロードも可）

に必要事項を書いて、２月１８日１７：００

までに直接か郵送（必着）で〒６６４－

００１５昆陽池２-１中央公民館（"７８４

－８０００）へ

善 意

１２月１４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】▷安全・安心なまちづくり

＝齋藤昌和▷子育て支援＝阿部仁紀、

橋本和幸、丹野公紀、前田紘樹、岡田

健太郎、西野暢之▷教育＝斎藤雄太、

久保美穂▷全国なぎなた大会＝赤倉和

子▷国際交流・多文化共生・平和＝岸

下秀一▷市立伊丹病院の医療機能の充

実＝田中翼、岩江信法▷いたみ花火大

会＝多井中紗世▷伊丹市民オペラ＝井

手口敏郎、堀香菜子、石原篤志、鴨川

憲之、吉岡亜由美、近藤香菜、安岡祐

子、山田純子、佐藤勝紀▷地域自治組

織（池尻・伊丹・笹原・摂陽小学校区）

＝谷川寛人、河田雅生、鎌智朗、奥村

雄太▷野良猫の衛生対策で住みやすい

まちづくりを＝田中清之、山本敦子、

奥村雄樹、奥本聡子▷市長におまかせ

＝張暁雨、川野俊吉、川井千広、篠原

正平、根津允、挾間一輝▷物品＝ボラ

ンティアグループさざんか【社会福祉

協議会】近畿まちづくり協会、和カフ
く ら ぶ

ェかおり、荻野春日倶楽部、ボランテ

ィアグループよろこび【社会福祉協議

会・善意銀行】▷金銭＝小山千里▷物

品＝瑞ケ丘コスモ会（老人会）、前田

真澄、神鳥谷知己、山本敬子、廣兼昇

一、松本江利子
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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/

今月は１６日（第３日曜日）。市内５１の協賛店で

食事の割り引きなどあり。

'市教委社会教育課"７６４-７８１４

市提供番組

納付はお早めに
市県民税（第４期分）

国民健康保険税（第８期分）
介護保険料（第８期分）
納期限は１月３１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

【１月１０日号】市政情報「コロナに負けず市民
を守る 伊丹市消防局」【１７日号】トピックス
「苔玉で迎春飾りワークショップ」「こらくるふ
ゆまつり」【２４日号】イベントダイジェスト「伊
丹市吹奏楽団第９５回定期演奏会」【３１日号】市
政情報「歌は心のハーモニー 伊丹市少年少女
合唱団」。各号お知らせコーナーも。YouTube
で字幕付きの放送あり。

「家庭の日」だんらんホリデー

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」

１２月の交通事故（速報数）
人身６６件（令和３年累計６８２件）
※昨年８０件（令和２年累計８０８件）

死者０人（令和３年累計１人）
※昨年０人（令和２年累計２人）

手をあげて じぶんでまもろう いのちのあいず

「ハッピーエフエムいたみ」

適時緊急
情報配信


