
鳴く虫と秋のとんぼ細工寿司（お吸い物つき）

8/11（土・祝）～ 9/24（月・振休）※月曜休館（祝
日の場合翌日） 伊丹市立美術館（MAPⒸ） 一般
800円／大高 450円／中小 150円 なし 伊丹市
立美術館 072-772-7447

 草むらの地面
 リーン・リーン…
 伊丹郷町館、参加店舗、郵便局など

　 …伊丹に生息
…鳴き声

…生息場所
…会期中にいる場所

 クズの多い茂み
 ガシャガシャガシャ…
 伊丹郷町館、クツワムシの館（ワインバーWINNER）

 背の高い草むら
 ギーッ・チョン
 伊丹郷町館、三軒寺前広場街路樹、参加店舗、銀行など

 背の高い草むら
 チッ、チロリッ
 伊丹郷町館、三軒寺前広場街路樹

9/9（日）13:00～ 17:00 本泉寺境内（MAPⓁ）
無料 不要 なし 小さな子どもは保護者同伴 雨

天中止 Newトライアルフェスタ実行委員会 090-
1150-9903

9/12（水）18:30 伊丹市立図書館ことば蔵 1F交
流フロア（MAPⒾ） 無料 不要 なし なし 伊丹
市立図書館ことば蔵交流事業担当 072-784-8170

9/14（金）19:00（開場 18:00） 伊丹アイフォニッ
クホール メインホール （MAPⒼ） 無料 不要 なし
伊丹アイフォニックホール 072-780-2110

9/17（月・祝）13:30 伊丹郷町館（MAPⒶ） 無
料 必要※9/7（金）より電話受付開始 100名（先
着順） なし 伊丹市昆虫館 072-785-3582※飼
育ケース持参

9/16（日）16:00～ Dish＆Bar Cheerz（MAPⓄ）
1,500円（材料、容器込み） 必要 8名 成人以

上 Dish&Bar Cheerz 072-777-9955（18:00
以降）

9/16（日）8:00～11:00 三軒寺前広場（MAP
Ⓓ） 飲食・物販実費 不要 雨天中止 伊丹市中心
市街地活性化協議会（伊丹まち未来株式会社） 072-
773-8885

9/20（木）18:30 イタリアンレストラン アントン
（MAPⓅ） 3,500円（コース付き、ドリンク別）
必要 25名 なし イタリアンレストラン アントン
072-770-2923

9/10（月）18:00 ダメンズトリオ サンシティホー
ル（MAP Ⓨ） 食事代18歳以上300円／ 18歳未
満 100円 不要 なし 伊丹オトラク実行委員会
072-778-8788

9/13（木）19:00 大森ヒデノリ 他 三軒寺前広
場（MAPⒹ） 無料 不要 なし 中止 クロスロー
ドカフェ 072-777-1369

9/14（金）19:30 ゲスト:BAR CRS池内啓一、、おがわてつや（ウ
クレレ＆ギター） 三軒寺前広場（MAPⒹ） 1,500円 必要（メー
ルにて） 20名 成人以上 クロスロードカフェ店内 鹿鳴舎

090-3675-1560 info@rokumeisha.com

9/15（土）12:00～19:00／16（日）11:00～17:00
伊丹郷町館 旧石橋家住宅・カウンター（MAPⒶ） 飲
食実費 不要 アルコールメニューは未成年不可 伊
丹郷町館  072-772-5959

9/10（月）・12（水）19:00～21:00 三軒寺前広
場（MAPⒹ） 無料 不要 なし なし 雨天中止
伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

9/13（木）20:00（open 18:00） 八木啓代 イ
タリアンレストラン アントン（MAPⓅ） 2,000円～
4,500円 必要 25名 なし イタリアンレストラ
ン アントン 072-770-2923

9/15（土）10:30～11:30 伊丹市立図書館南分館 
ぎょうじのへや（MAPⓋ） 無料 不要 なし 2歳
～ 伊丹市立図書館南分館 072-781-7333

9/15（土）16:00～／16（日）・17（月・祝）12:00～
三軒寺前広場（MAPⒹ） 各屋台実費 不要 雨

天決行 奄んちゅ 072-786-1611※飲食物の持ち
込み禁止

9/16（日）14:00 伊丹市立工芸センター（MAPⒷ）
無料 不要 なし なし 伊丹市立工芸センター  

072-772-5557

日程 出演者 会場 料金 事前申込 定員 年齢制限 雨天時 問合せ先（主催）

9/5（水）～9/16（日）※火曜休館 ラスタホール 
1Fエントランスホール（MAPⓊ） 無料 なし ラス
タホール 072-781-8877

9/7（金）～16（日）※火曜休館 伊丹市立こども文
化科学館（MAPⓃ） 観覧料 不要 150名 なし
伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

9/7（金）～16（日）9:30～17:00※月曜休館 伊
丹市立図書館ことば蔵 2F児童室（MAPⒾ） 無料
不要 なし 幼児～小学生 伊丹市立図書館ことば

蔵 072-783-2775

9/8（土）13:30 伊丹市立中央公民館 2F講義室A
（MAPⓈ） 無料 必要 30名 なし 伊丹市立中
央公民館 072-784-8000※一時保育あり

9/ 1（土） 15:00 イタリアンレストラン アントン
（MAPⓅ） 900円（飲み物、お菓子付き） 必要

20名 一般対象（中学生以上可） ラスタホール
072-781-8877

9/7（金）～16（日） ワインバーWINNER（MAPⓇ）
飲食実費 なし ワインバーWINNER 072-

784-5932

9/7（金）～16（日）※月曜休館 伊丹市立工芸セン
ター（MAPⒷ） 無料 なし 伊丹市立工芸センター

072-772-5557

9/8（土）10:00～ 15:00 東リ いたみホール（MAP
Ⓕ） 無料 一部必要※子ども向けショー、中学校給食
試食会 子ども向けショーは各回 1200人 なし 伊
丹市都市ブランド・観光戦略課 072-744-2088

9/8（土）① 18:30②19:15③20:00（各20分） 行
灯社（ちえみ：フルート、みほ：ハープ＆うた） 伊丹郷町
館（MAPⒶ） 無料 不要 なし なし 伊丹郷町館

 072-772-5959

9/8（土）～ 10/14（日）※月曜休館（祝日の場合翌
日） 伊丹市立工芸センター（MAPⒷ） 無料 なし
伊丹市立工芸センター 072-772-5557

9/7（金）～8（土）18:00～22:00※8（土）落語会
あり 長寿蔵駐車場（MAP○）、老松酒造前（MAP○）
飲食実費 不要 なし 雨天中止 伊丹老松酒造
072-728-2470

9/7（金）～16（日）※月曜休館 伊丹郷町館 旧石
橋家住宅（MAPⒶ） なし 伊丹市立博物館 072-
783-0582

9/7（金）～16（日）※月曜休館 伊丹郷町館（MAP
Ⓐ） 無料 なし 伊丹市みどり自然課 072-780-
3521

9/2（日）10:00 アイホール 3Fカルチャールーム
（MAPⓀ） 無料 必要 30名 なし 伊丹市昆
虫館 072-785-3582

9/7（金）～16（日）※月曜休館 伊丹市立図書館こ
とば蔵 2F児童室（MAPⒾ） 無料 不要 なし
なし 伊丹市立図書館ことば蔵 072-783-2775

9/7（金）～23（日）※月曜休館 伊丹市立図書館こ
とば蔵 3F（MAPⒾ） 無料 伊丹市立図書館ことば
蔵 072-783-2775

9/9（日）13:00～ 16:00 伊丹郷町館 旧岡田家
住宅・土間（MAPⒶ） 無料 不要 なし なし 伊
丹桜ケ丘郵便局 072-770-1015

さつまいも味のメロン皮の付いた
プチメロンパンを重ねました。

長谷川政弘 《瞑色の庭》 2018年

バリスタがラテアートで貴重な
『鳴く虫』を描きます！
お味はプレーン、バニラ、キャラメル、
ヘーゼルナッツの 4種類！

インスタ映えする細工寿司！
握り寿司とお吸い物とのセットです。

伊丹市昆虫館のちょうちょが
飲んでいるものと

同じレシピでつくりました。

秋かおる大人のカクテル

食べるのがもったいない！
かわいいイラストが
人気のクッキーです。

【主催】鳴く虫と郷町実行委員会／公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団／伊丹市 【後援】伊丹市教育委員会 【企画協力】尼崎信用金庫伊丹支店／行灯社／伊丹郷町商業会／伊丹酒蔵通り協議会／伊丹桜ケ丘郵便局／伊丹市中心市街地活性化協議会／伊丹市立こども文化科学館／伊丹市立中央公民館／伊丹市立博物館／
イタリアンレストラン アントン／猪名野神社／猪名野神社の市実行委員会／NPO法人まちづくりステーションきらめき／京都銀行伊丹支店／クロスロードカフェ／古書みつづみ書房／伊丹市立図書館ことば蔵／サイエンスカフェ伊丹／さくらっこ食堂実行委員会／修武館／Dish&Bar Cheerz／鳴く虫と修武館実行委員会／
Newトライアルフェスタ実行委員会／本泉寺／みやのまち3号館・4号館／鹿鳴舎／ワインバーWINNER【協力】有岡小学校の皆さん／伊丹老松酒造株式会社／伊丹市昆虫館友の会／伊丹市文化財保存協会／小西酒造株式会社／鈴虫愛好家の皆さん
【協賛】アリオ名店会／伊丹郷町商業会／伊丹阪急駅東商店会／伊丹酒蔵通り協議会／伊丹市内郵便局／伊丹まち未来株式会社／伊丹中央サンロード商店街振興組合／宮ノ前商店会／リータ商店会
※公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団は、東リ いたみホール（文化会館）、アイホール（演劇ホール）、伊丹アイフォニックホール（音楽ホール）、伊丹市立美術館、伊丹市立工芸センター、伊丹郷町館、ラスタホール（生涯学習センター）、伊丹市立図書館南分館、伊丹市昆虫館、伊丹スポーツセンター、を管理・運営している団体です。

イラスト：イワサトミキ　デザイン：山口良太（slowcamp）

10:00～ 18:00※9/7（金）、8（土）、15（土）は 10:00～21:00※9/10（月）休館

ぐい呑み・おちょこなど、お酒を愉しむうつわや、虫などの柄
の作品など、秋の夜を彩る作品を展示販売いたします。作家
の一点もので秋を愉しみませんか？

伊丹郷町館内 伊丹郷町クラフトショップ
クロスロードカフェなど
※その他、Tシャツも販売しています。

イラスト：イワサ
トミキ

伊丹ジュエリーカレッジ修了生による羽のある昆虫をテーマに
したジュエリーの販売も行います。

みんなのレオ・レオーニ展

Newトライアルフェスタ

虫辺のカエボン テーマ「音」

鈴虫音楽堂2018
～ダルシマーとハープのコンサート～

スズムシ里親プロジェクト

自分でつくって持ち帰る。
Cheerz流、秋の果実のリキュール体験

イタミ朝マルシェ

現代里山考
「ジビエの今までとこれから」

鳴く虫とさくらっこオトラクコンサート

鳴く虫と奏でる北欧・
アイルランド伝統音楽

鳴く虫とウイスキーの音楽会 癒しのハーブカフェ

鳴く虫と星見会

鳴く虫とラテン

秋のわくわく☆鳴く虫ひろば

第 15回伊丹郷町屋台村

＜陶 金 漆 ―素材と表現―関連企画＞
出品作家とゲストによるトークセッション

鳴く虫のヒミツと飼い方展

鳴く虫プラネタリウム

鳴く虫みっけ！

学びの仕掛人養成講座
企画のツボ教えます！鳴く虫と郷町ができるまで

サイエンスカフェ伊丹
「振動でコミュニケーションするカメムシの話」

クツワムシの館

黄金のさなぎミニクラウン展示

いたみキッズフェア

行灯社と聞く郷町館の夜 陶 金 漆―素材と表現―

鳴く虫ブックセレクション

酒樽夜市

伊丹の昔のお月見展示 猪名の笹原寄せ植え展

商店街に展示する
鈴虫のケースづくりの会

鳴く虫の本の展示

＃文庫作文＠ことば蔵

レトロ郵便屋さんがやってくる！！

サンブレッド 伊丹店 cafe Mon
Dish＆Bar Cheerz

クロスロードカフェ
イタリアンレストラン アントン

鮨 千寿 

いも（芋）
虫ぱん

ちょうちょドリンク
昆虫アイシングクッキー

鳴く虫とラテアー
ト ぶどうのカクテル

限定メニュー

伊丹郷町館 館内

伊丹郷町クラフトショップ

オリジナルてぬ
ぐい

▶ 秋の夜長フェア

▶ “鳴く・飛ぶ・飾る”羽のあるジュエリー

当日参加可
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要申込要申込

要申込

要申込

9/8（土）・15（土）10:00（全 2回） 伊丹市立中
央公民館 2F講義室（MAPⓈ） 無料 必要（往復は
がきにて） 15名 小学校 3年生～ 6年生 伊丹市
立中央公民館 072-784-8000

フィットさんと英語であそぼう！19 学要申込

要申込

要申込

要申込

9/7（金）18:30～20:30 伊丹郷町館 旧石橋家
住宅 2階・座敷（MAPⒶ） 2,000円 必要・当
日参加可 10名 中学生以上 伊丹市立工芸セン
ター 072-772-5557

工芸センター夜間講座
「秋織 」々 当日参加可09 学要申込

9/7（金）～ 9（日）・14（金）～ 16（日）夕暮れ～21:00 
伊丹郷町館周辺、宮ノ前商店街、みやのまち3号館・

4号館、伊丹酒蔵通り（MAP ） 無料 なし 雨
天中止

まち灯りと鳴く虫 展10

9/7（金）・8（土）・15（土）18:00～ 21:00 伊
丹郷町館 旧岡田家住宅・酒蔵（MAP Ⓐ） 無料
不要 小学校低学年以下は保護者同伴 伊丹郷町館

072-772-5959

鳴く虫と暗蔵
アングラ

07 体

9/8（土）13:30（開場 13:00） きららホール 3F多
目的ホール（MAPⓌ） 無料 不要 120名 なし
きららホール 072-770-9500

9/8（土）13:30 伊丹市立中央公民館 3F視聴覚室
（MAPⓈ） 無料 なし 伊丹市立中央公民館 072-
784-8000

鳴く虫コンサート inきらら 土曜子ども映画会22 23き き

9/8（土）～ 9（日） 宮ノ前商店街（MAPⒿ） 不
要 なし 決行 古書みつづみ書房 090-8197-
9930

鳴く虫と一箱古本市28 学

9/15（土）13:00～16:00（最終受付 15:40）
伊丹市立図書館ことば蔵（MAPⒾ） 無料 不要
なし なし 伊丹市立図書館ことば蔵交流事業担当
072-784-8170

9/16（日）18:00 伊丹スポーツセンター 柔道場
（MAPⓍ） 無料 必要・当日参加可 20名 中学
生以上 伊丹スポーツセンター  072-783-5613※
ヨガマットは貸出あり

鳴く虫と自分でつくるブックカバー

鳴く虫ヨガ 当日参加可

45

52 体要申込

9/8（土）1 1:00 伊丹郷町館 （MAPⒶ） 無料 不
要 20名 なし 伊丹市昆虫館 072-785-3582

昆虫館学芸員による
展示鳴く虫ガイド20 学

Ｅ１ Ｅ２

長谷川政弘 《瞑色の庭》 2018年

9/ 1（土）～29（土）※火曜休館 伊丹市立図書館
南分館（MAPⓋ） 無料 なし 伊丹市立図書館南
分館 072-781-7333

9/9（日）13:30～ 16:30 喫茶 STAGE（アイホー
ル横）集合（MAPⓂ） 2,200円 必要 20名
未就園児不可 決行 伊丹市中心市街地活性化協議会
（伊丹まち未来株式会社） 072-773-8885

鳴く虫とaruco
～伊丹の文化を学び、体感しよう～32 体要申込

9/15（土）14:00～18:00（最終受付 17:00） 伊丹郷
町館 旧石橋家住宅・1階座敷（MAPⒶ） 300円（別途
トートバッグ等染めるものの販売も有） 不要 随時最大
10名 小学校低学年以下は保護者同伴 伊丹郷町館  
072-772-5959※持ち物：染めたいもの（当日購入も可能）

秋モチーフのステンシルを楽しむ46 体

9/16（日）13:00～17:00 伊丹郷町館 旧岡田家
住宅・土間（MAPⒶ） 300円 不要 100名（先
着順） 小学校 3年生以上対象（12歳以下は保護者
同伴） 伊丹郷町館  072-772-5959

ハーバリウム標本をつくろう49 体

9/16（日）18:30（18:00開場） 森川華世 他
修武館（MAPⓆ） 500円 必要 150名 未就
学児不可 東リ いたみホール 072-778-8788
※冷房設備がありませんのでご注意ください。

鳴く虫と修武館コンサートVol.10
「初めてのオペラ～蝶々夫人～」53 き要申込

スズムシ クツワムシ

キリギリス マツムシ

「鳴く虫と郷町」では、
こんな鳴く虫たちを見ることができます。
※鳴く虫の寿命などで展示されていない場合もあります。

伊

2018 9.7［金］   16［日］ 伊丹市立伊丹郷町館 ほか 市内公共施設／
周辺商店街各所／三軒寺前広場／市内郵便局 など

 草むらや畑などの地面
 コロコロリリリ
 伊丹郷町館

 木の枝先
 チン・チン・チン…
 伊丹郷町館

エンマコオロギ

カネタタキ

 街路樹や公園の樹上
 リューリューリュー
 伊丹郷町館

 草むらや植込みなどの地面
 リ・リ・リ・リ…
 伊丹郷町館

アオマツムシ

ツヅレサセコオロギ伊 伊

伊

伊

伊

体

9/9（日）17:00 行灯社 猪名野神社 絵馬堂（MAP
Ⓗ） 1,000円（菊酒／茶・菓子・他） 申込優先（メール
にて） 30名 なし 雨天決行 猪名野神社の市実行
委員会 090-3675-1560 info@inano-ichi.com

9/13（木）18:30 （開場 18:00） 東リ いたみホー
ル 4F大和室（MAPⒻ） 1,800円（当日200円増）
必要・当日参加可 100名 未就学児不可 東リ 

いたみホール 072-778-8788

9/14（金）19:00～21:00 伊丹スポーツセンター 
ロビー前広場（MAPⓍ） 無料※雨天時は制作をする
ため実費 50円 必要・当日参加可 30組 小学生
と保護者対象 決行※ただし柔道場での制作。 伊丹
スポーツセンター 072-783-5613

9/8（土）15:00 伊丹市立図書館ことば蔵 1Fぎょう
じのへや（MAPⒾ） 無料 不要 なし 5歳～小学
生 伊丹市立図書館ことば蔵  072-783-2775

9/8（土）1 1:20～16:00 伊丹郷町館 旧石橋家住
宅（MAPⒶ） 一席 300円 当日参加可 200名 （先
着順） なし 伊丹市文化振興課 072-784-8043

9/9（日）①10:00②14:00 伊丹市立博物館（MAP
Ⓣ） 無料 必要 各回 10名 未就学児不可 伊丹
市立博物館 072-783-0582

鳴く虫と菊の節句

桂米朝一門 いたみ寄席
～座敷で楽しむ、生落語～

鳴く虫と星見会
inスポーツセンター

鳴く虫のおはなし会

青春茶楽亭 学校茶会
～桃源洞裡 雅なる茶～

行くぞ！博物館収蔵庫探検ツアー

当日参加可

当日参加可

当日参加可

当日参加可

体
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29 体

体

き

体

き

要申込

要申込

要申込

1枚 ¥500

1 2 3
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42


