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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

㋭から電子申請を。*

子育て・子育ち

こらくる「７月のテレホン童話」

２４時間いつでも同所㋭か#７７２-
６１５５、#７７２-６１５６で広川はる子さん
作「みどりの給食」が聴けます '同
所#７６７-７６７６

ぐら

図書館「ことば蔵」「各種イベント」

【あなただけのお誕生日の本】誕生日
に合った本２冊を選んで８月に貸し出
し $８月生まれの小学生３人（要図
書館利用券） &７月１～１５日に直
接、同館へ。* 【おはなし会】!＆
$!７月２・９日の土曜１５：００＝５歳
～小学生各１０人!７月１３日㈬１０：３０＝
２～４歳２０人 ) * 【おひざの上

でおはなし会】!７月６日㈬１０：００、
１０：３０ $１歳以下とその保護者各２０
人 ) * 【夏休みめざせ！一日図

書館員】!８月２３～２６日のいずれか１
日１３：３０ $小学４～６年生８人 &

「夏休みすいせん図書」を２冊読んで
記録した「本の通帳」を持って、７月
９日～８月３日に同館へ（要図書館利
用券）。+ %いずれも無料 '同館
#７８３-２７７５
図書館北分館「各種イベント」

【親子でたのしむおはなし会】!７月
１日㈮１０：３０ $乳幼児とその保護者
９組 【ちびっこミニ映画館】!７月
１４日㈭１０：３０ #「げんきげんきノン
タン がんばるもん」（２０１５年。日本。
３２分） $幼児とその保護者１０組 【い

ろはのかみしばい】!７月１５日㈮
１５：３０ $３０人 %いずれも無料 )

* '同分館#７７０-０５１９
あかちゃんからのおはなし会

!７月５日㈫１０：３０、１１：００ "＆'図
書館神津分館#７６４-５９９１ $乳幼児
とその保護者各５組 %無料 ) *

こらくるでからだあそび！

!＆#!７月６日＝「むかしあそび」
!１３日＝「新聞紙であそぼう」。いず
れも水曜１４：３０、１６：００ $幼児～小学
生各１５人 %無料 ) * '同所#
７６７-７６７６
図書館南分館「各種イベント」

【赤ちゃんのおはなし会】!７月７日
㈭１０：３０、１１：００ $０～２歳とその保
護者各１０組 【幼児さんのおはなし会】

!７月９日㈯１０：３０ $３～５歳１０人
%いずれも無料 ) * '同分館#
７８１-７３３３
こらくる「絵本を楽しもう！」

!７月９日㈯１１：００ $幼児とその保
護者５組 %無料 ) * '同所#
７６７-７６７６
「ふらっと」児童館「各種イベント」

デ ー

【みんなでいっしょにあそぼうＤＡＹ

♪】!７月９日㈯１３：３０ $小学生
【ひだまりひろばでおはなしかい】!

７月１４日㈭１０：３０ $２・３歳とその
保護者４組 %いずれも無料 ) *

'同館#７８１-２５１７
中央公民館「子育てサロン」

!７月１３・２７日の水曜１０：００ $就学
前とその保護者 %無料 ) '同館
#７８４-８０００
小学生「おかねミーティング」

!＆$!７月１６日＝小学１～３年生!
２３日＝４～６年生。各２０人。いずれも

１４：００ "ここいろ %無料 &消費
生活センター#７７２-０２６１へ。*
ラスタホール「ベビースイミング」

!７月１７・２４日の日曜８：２０ $６カ
月～２歳とその保護者各１５組 %各
１０００円 &同ホール#７８１-８８７７へ。*
能楽・笛こども教室

!７月２２日～８月２２日の月・金曜（全
９回）９：３０、８月２７日㈯１０：００（発表
会） "東リ いたみホール $小学
３年生以上２０人 %２０００円 &必要事

項を書いて、Ｅメールdentou.bunka.
noh+itami@gmail.comへ。* '

こども能楽お囃子クラブ事務局#０７０
-４００８-８５３８
こらくる「各種イベント」

【こらくるでリズムあそび】!７月２５
日㈪１０：３０ $２・３歳児とその保護
者５組（初回優先） 【こらくるの幼

児・キッズ英会話】!＆$７月２８～３１
日（全３回）!１０：００＝４・５歳児!
１１：００＝小学１～２年生。各１０人 【離

乳食講座＆相談会】!７月３０日㈯１０：１５
$４～８カ月の第１子の保護者と第１
子妊娠中の人（プレママ）８組
【MINA‒COせんせいと窓にペイント

しよう！】!８月３日㈬１０：３０ $５
歳児３人、小学生７人 【こどもピフ

ィラティス！（骨盤底筋エクササイ

ズ）】!＆#８月４日㈭!１０：００＝①体
幹を鍛えながら遊ぼう!１１：１５＝②体
幹を通して自分の体を知ろう $①小
学１～３年生１０人②４～６年生１２人
【みんなで学ぼう災inいたみ】!８月
６日㈯１３：３０ #クイズなどで減災行
動を理解し、自分の命を守る大切さを
学ぶ $小・中学生２０人 %いずれも
無料 &いずれも７月１日から同所#
７６７-７６７６へ。*
なつボランティア学習講座

!＆$＆%下表の通り "いたみいき
いきプラザ（※はアイ愛センター） &

７月１４日から各開催日の５日前までに
ボランティア・市民活動センター#７８０
-１０４５へ。*
講座名 日時 対象・定員 費用

子ども手話教
室

７月２６日～８月
２日の１０：００（全
５回）

小学生１５人（１～
３年は保護者同
伴）

１１０円

子ども版きこ
えのサロン

８月３日
①１０：００②１４：００

①小学生②中学～
大学生。各１０人

無料

※知的・発達
障がい者擬似
体験講座

８月９日
①１０：００②１３：３０

①小学生②中学～
大学生。各１０人

認知症サポー
ター養成講座

８月１０日
①１０：００②１３：３０

①小学生②中学～
大学生。各１０人

防災学習会 ８月１７日
①１０：００②１３：００

①小学生②中学～
大学生。各１０人

「ふらっと」児童館「夏休み☆ニコニコ子ども教室」

!＆$＆%下表の通り &７月５日か
ら同館#７８１-２５１７へ。*

教室名 日時 対象・定員 費用

タック先生のエネル
ギー実験教室

７月２７日㈬
１４：００ 小学生３０人 ５００円

こねこね粘土で作品
作り

８月１０日㈬
１０：００ 小学生２０人 １２００円

あおぞらかるた（人
権かるた）と平和川
柳づくり

８月１０日㈬
１３：３０ 小学生２０人 無料

すてきなプラバンア
クセサリー

８月１７日㈬
１０：００ 小学生１２人 ３００円

レッツトライ！
チョークアート

８月１７日㈬
１４：００ 小学生８人 ８００円

英語で話そう！
サマーバケーション

８月２４日㈬
①１３：３０
②１５：００

①小１～３年生１２人
②小４～６年生８人 各２００円

人形劇＆バルーンアート

!７月２８日㈭１０：００、１１：００ "いたみ
いきいきプラザ $０歳～就学前とそ
の保護者各１２組 %無料 &７月４日
９：００～１７：００に(市子育て支援センタ

ー#７７１-１１５２へ。+
伊丹スポーツセンター「短期特別講座」

!＆$＆%下表の通り &７月１～１５
日（※は２５日～８月５日）に同センター
（#７８３-５６１３）㋭から電子申請を。７月
１９日（※は８月８日）から直接も可。*

講座名 日時 対象・定員 費用

サマージュニアテニ
ス３日間

８月１～３日の
８：００ 小学生２０人 ３２５０円

夏季キッズジュニア
スイミングA

８月１～５日の
８：００

３～５歳児と
小学生５０人 ６４５０円

※さかあがり基礎３
日間

８月１５～１７日の
８：００ 小学生３０人 ３８７０円

※夏季キッズジュニ
アスイミングB

８月２１～２５日の
８：００

３～５歳児と
小学生５０人 ６４５０円

※跳び箱３日間 ８月２２～２４日の
８：００ 小学生３０人 ３８７０円

たみとものわ～小物入れ作り

!８月１・２２日の月曜１３：００ "いた
みいきいきプラザ $小・中学生各５
組（小学３年生以下は保護者同伴） %

各７００円 &７月２７日までに(ボラン
ティア・市民活動センター#７８０-
１０４５へ。*
たみとものわ～夏休みこども料理教室

!８月５日㈮１０：００ "いたみいきい
きプラザ $小学４～６年生とその保
護者６組 %５００円 &７月１５日まで
に(ボランティア・市民活動センター
#７８０-１０４５へ。*
歴史ロマン体験

!８月１０日㈬１０：００、１３：００ "埋蔵文
化財センター #「風鈴をつくろう」
$小学生各１０人（３年生以下は保護者
同伴） %各５００円 &７月１１日から
(市文化振興課文化財担当#７８４-
８０９０へ。*
阪神丹波ふるさと交流事業

【①わくわくキッズ サマーキャンプ】

!８月１０～１１日（１泊２日） $小学
２～４年生４０人 %７５００円 【②チャ

レンジキャンプinたんば】!８月１６～
１９日（３泊４日） $小学５年～中学
生２０人 %１万６０００円 "丹波少年自
然の家（丹波市青垣町） &①７月１９
日②２４日の１７：００までに同所#０７９５-
８７-１６３３へ。+
きららホール「各種イベント」

【おもちゃ病院】!７月１・１５日の金
曜１３：００～１５：３０ #壊れたおもちゃの
修理 %無料（材料費別） ) 【ふ

れあいベビーマッサージ】!８月３０日
㈫１０：００ $２カ月以上（歩くまで）と
その保護者９組 %６００円 &７月１２
日から同ホールへ。* '同ホール#
７７０-９５００
伊丹市いけばな協会「こどもいけばな教室」

!９月３日～１０月２９日の土曜（全４回）
１０：００ "アイホール $小学３年～
中学生１５人 %４０００円 &７月３１日ま
でに市㋭（右二次元コー
ドから読み取り可）へ。
+ '市文化振興課#
７８４-８０４３

相 談

かんたんスマホ相談会

!７月１６日㈯１０：００ "アイ愛センタ
ー #インターネットの検索方法など
$５人 %無料 &７月１３日までに(
ボランティア・市民活動センター#
７８０-１０４５へ。*
中央公民館「パソコン相談室」

!７月２１日㈭９：３０～１２：００ %無料
（パソコン持参） ) '同館#７８４-

８０００

ス ポ ー ツ

ラスタホール「朝活スイム」

!７月１８日㈷８：３０ #初心者向けに、
４泳法の基礎を練習 $２０人 %１０００
円 &同ホール#７８１-４８８８へ。*
ラスタホール「体力測定会」

!７月２４日㈰１０：３０、１３：００ %無料
) '同ホール#７８１-４８８８
第１９回夏季いたっボール大会

!７月２４日㈰１３：３０ "緑ケ丘体育館
$スポーツクラブ２１所属の小学４年生
以上 %無料 &７月９日までに所属
のスポーツクラブ２１へ。* '市教委
スポーツ振興課#７８４-８０８８

つ の る

図書館南分館「ほうかご図書館くらぶ」部員

７月２３日～来年３月、同分館で行事の
企画・準備などを行う人を $小学５
年～高校生１０人 %無料 &７月１５日
までに(同分館#７８１-７３３３へ。+
自衛官候補生・一般曹候補生・航空学生

①自衛官候補生②一般曹候補生＝１８～
３２歳③航空学生＝１８～２２歳を。受け付
けは①随時②７月１日～９月５日③７
月１日～９月８日 '自衛隊伊丹地域
事務所#７７０-７８００

広報伊丹■２０２２（令和４）年７月１日 第１４７３号（６）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"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～ふじわラジオ（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

７９．４
メガヘルツ

廃食用油・カセットボンベ・刃物・電池類などを回収
併せてフードドライブを実施

「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２７日号】ゲストコーナー「出水期に備え
よう」【７月４日号】トピックス「新作能『村
重』奉納の会」【１１日号】市政情報「BOAT
RACE尼崎がリニューアル」。各号お知らせコ
ーナーも。Youtubeで字幕付きの放送あり。

ケーブルテレビ データ放送（１１・１２ch）

項目は!お知らせ!トピックス!お楽しみ
・学習!子育て・子育ち──を月２回更新

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/

回収日は下表の通り。回収時間はいずれも
９：００～１０：３０（※は１４：００～１５：３０）。
!市環境クリーンセンター#７８２-０９６８

「ハッピーエフエムいたみ」
適時緊急
情報配信

回収場所 回収日
※緑ケ丘体育館 毎週月曜
西野大谷公園、「ふらっと」人権センター 毎週火曜
きららホール、こらくる西側、
※伸幸苑（寺本６）

毎週水曜

市役所駐車場、神津交流センター、
くらしのプラザ

毎週木曜

野間分室、南分室 毎週金曜


