
●お申込み方法
受付の記号の見方 直…当日直接、ホ刊 レで申し込み 電…電話にて申し込みも可

●受講についてのお願い
定員に満たない場合は開講できないことがあります。

講師、内容、材料費につしヽては、都合により変更する場合があります。

お申し込み後、万―キヤンセルされる場合は、開講日の7日前までにお願しヽします。

■ウ〉その後のキャンセルは、受講料 材料費など|ま原貝」として返金できません。
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最新の情報などをお届けします ♪たくさんのフォローをお待ちしております !

きらら公式SNS

くLINE友達登録方法)

左記のコードを読み取つてアクセスするか

「@609nbnioJで ID検索をお願いします。

公式ホームベージもチェック

ヒ塾塾コL塾生…_目円Rをで検索

´唾藝)は 新企画の講座です。
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HinARA_lTAHI

nstagramはこちらから

0609nbn,o

しINEはこちらから
きらりんちゃん
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【注意】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本誌に掲載されてしヽる講座・イベント

が中止または延期となる場合があります。

詳細Iまきららホールまでお問い合せいただくか、ホームページなどでこ確認

くださしヽ。

こ不便をおかけいたしますが、こ理解のほどをお願しヽいたします。

きららホールホームページ

http://hccweb6 bai neip/kirara/

きららホールの

ホームページはこちら ,
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趣味コース
講師 /西田 つや子 (フラワーデザイナー 雑 流 鋼0

季節にあわせたお花、ちよつと目新しいお花などをとりいれながら、

生活のなかで楽しめるお花のアレンジメントをやつてみませんか。

3/7

(火 )

春の花いつばい

生花で、イースターのアレンジ
10100‐ 12:00

2月 7日 (火〉～

受付 直 電

受講料:600円

材料費:2,000円
定員

20名

く持ち物〉花切リバサミ

ほんのすこしのアイデアと遊び心で、

講師 /大石 美枝 (N

イメージをふくらませて、

FD講師・フラワー装飾―級技能士 )

色々なスタイルの花を楽しみます。

1/20

(“譴)

テー功 レアレンジメント

(生花)

10100～ 11:30

11月 25日 (金 )

～受付 直 電

各回とも

受講料

600円

各回とも

材料費

2.500円

定員

各10名

2/17

(金 )

球根花のアレンジメント

(生花)

1月 20日 (金 )

～受付 直 電

3/24

(金 )

ナチュラルバスケット

アレンジメント(生花)

2月 17日 (金 )

～受付 直 電

講師 /奥野 友希
lJAMHAシニアセラビスト・NARDアロマインストラクター)

講師/パステルシャインアートインストラクター、心理セラビスト

絵具で1まなくパステルの粉で、絵筆ではなく指やコットンで描くことで、味のある絵を短時間で
仕上げることができます。「脳もココロも元気になる」パステルアートを描いてみませんか。
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いろいろなパワーのある『香り」をこ家庭のくらしに活用してみませんか |

2/7

(ンk)

ブヽ一プを知ろう①
八―ブソフトキャンディーと

八―ブティー 10:00^-11:30

12月 20日 (火 )

～受付 直 電 各回とも

受講料

700円

各回とも

材料費

1,300円

定員

各10名
3/7

(ソく)

′ヽ一ブを知ろう②
′ヽ一ブふりかけとブヽ―ブティー

2月 7曰 (火 )

～受付 直 電

1/10

(ソく)

′ヽレンタインキヤット

① 10100～ 12:00

② 14:00^-16:00

12月 13日 (火)～

受付 直 電
各回とも

受講料

1,000円

(材料費込)

定員

各8名

2/14

(ソく)
春色クッキー

1月 100(火)～

受付 直 電

3/14

(火 )

希望をのせて
2月 14日 (火)～

受付 直 電

〈持ち物〉水彩色鉛筆(あれば)、 ティッシュペーバー、ウェットティッシュ



演奉コース

日 、 吹奏楽をやつていて久しぶりに楽器を始めたい人、他の楽器と合わせてアンサンブルを楽しみたい人、

フルバンドで演秦したい人など、音楽という共通の趣味を通じて仲間づくりをしませんか。

1/7、  21  2/4、  18
3/4、  18

19:00～ 20130
12月 3日 (土)～

受付 直 電

チケット制

(6枚綴り4.800円 )

定員

10名

受講料はチケット購入制となります。

(対象)1年以上の経験者 〈持ち物〉楽器はこ持参ください。

楽器の対象は、リックス、クラリネット、フルート、トランペツト、トロンポーンなどの管楽器など。
※楽器の種類は特にF.5いません。

教養コース

力0齢とともに介護につながる危険信号を見逃さないための予防法を紹介します。

2/20、 27 10100-11:30
1月 15日 (日 )～

受付 直 電
無料

定員

30名

語学コース

歌やゲームなどで英語を楽しく体験してみましょう♪

1/10、  17、  24、 31

2/7、  14、  21、 28
3/7、 14

①コース 16:30～ 17:15

②コース 17:30～ 18:20

0コース 18:30～ 19:20

12月 6日 (大)～

受付 直 電

各コース

受講料:6,000円

☆③コースのみ

要テキスト代

定員

各 10名

〈対象〉①コース…45歳児と小学1～3年生の初めて英語を習う方

②コース…小学1～3年生

③コース…小学4～6年生

〈持ち物〉筆記用具

はじめてのビッタ ンヽド(発表会風景より)
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講師/CARMEN 田中

キルスン

倍順
ソ徐

料理コース

講師 /

楽しく韓国語を学びませんか。

講師 /乾 ようこ

家庭でも簡単にできるケーキ作りを伝授します。

家族やお友達へのおもてなしにも喜ばれますよ。
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〈初級コース〉初めての方や久しぶりに英語を学びなおす方にもビッタリなコースです。

1/14、 21、 28
2/4、  18、 25
3/4、  18、 25

14100-15:15
12月 3日 (■)～

受付 直 電
受講料:9000円

X新規の方は別途教材費が必要です。

く木曜コース・全9回〉

1/12、 19、 26
2/2、  9、 16
3/2、  16、  23

19:00^-20:30
12月 8日 (木)～

受付 直 電
受講料:6,800円

定員

15名

〈対象〉韓国語を一度でも習われたことのある方

〈金躍コース・全9回〉

1/13、 20、 27
2/3、  10、  17
3/3、  17、 24

19100^-20:30
12月 9日 (金)～

受付 直 電
受講料:6.800円

定員

15名

(対象〉韓国語を一度でも習われたことのある方

1/17

(ソく)

抹茶ロールケーキ

C地もクリームもWで抹菊

10:00-12100

12月 13日 (火)～

受付 直 10:00～電

各口とも

受講料11,000円

材料費:1.500円

定員

各 12名

2/21

(火 )

レモンチーズケーキ
1月 17日 (火)～

受付 直 1000～電

3/14

(ソく)

チョコレートマフインと

バナナマフィン

2月 21日 (火)～

受付 直 10100～電

〈持ち物〉エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具、マスク

i JE´ d口鬱′  ,|
くらしを彩る八―ブ&アロマ講座 英会話講座 初級コース



健康コース

懐かしい音楽に合わせて、みなさんでフォークダンスを楽しみませんか。全身運動にもなりますよ。

1/16、  23、 30
2/6、  13、  20、 27

3/6、  13、 20
13130-16:00

12月 12日 (月 )～

受付 直 電

受講料

2,000円
定員

25名

※動きやすい服装でお越しください。

ノヽワイアンの曲に合わせて、ゆつたりとフラダンスを踊りましょう。

日ころの運動不足やストレス解消にもなりますよ。

健康増進のために太極拳を始めませんか。

く木曜日コース〉
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1/12、  19
2/2、 9、 16

3/2、  16
19:00～ 20:00

12月 8日 (木)～

受付 直 電

受講料

4,900円
定員

20名

〈持ち物)ヨガマットまたはパスタオル

※動きやすい服装でお越しください。

ストレッチでからだをほぐしますので、ちよつとした運動のつもりでチヤレンジしてみませんか?

健康フラダンスで心もカラダもリフレッシュしましょう♪

1/13、  20
2/3、  10、 17

3/3、  17
9:30-10:30

12月 2日 (金)～

受付 直 電

受講料

4,900円
定員

20名

〈持ち物)ヨガマツトまたはパスタオル

※動きやすい服装でお越しください。

1/12、  19、 26
2/2、 9、 16

3/2、 9、  16、 23
13:30～ 15:00

12月 8日 (本)～

受付 直 電

受講料

6.000円
定員

20名

※動きやすい服装でお越しください。

〈土曜日コース〉

1/7、  14、 21、 28
2/4、  11、 25
3/4、  18、 25

10:00～ 11:30
12月 3日 (土)～

受付 直・電

受講料

6,000円
定員

20名

※動きやすい服装でお越しください。



ニワッキノ

講師/庭月野 祐子 (フィツトネスインストラクター・」HCA FC)

ヨガの動きにはくしを加えることでリラックス効果を高め、腰痛、肩こりの改善を目指します。

2/11、  18、  25
3/11、  18、  25

10:30～ 11:30
1月 21日 (■)～受付 1 受講料 定員

16名直 電 3600円

(持ち物〉3ガマット、水分補給用の飲み物
※動きやすい月晨装でお越しください。

(春待ちヨガ〉お正月明けで疲れの溜まつた体と心をリフレッシュ

講師 /小島 まり子

(ウエルネスエ房もつと滞輝代表)

しましょう 1

講師 /野田 泰世

無理のない簡単なポーズで、初心者や体が硬い人、体力がない人でも続けられるヨガです。

講師 /野田 泰世

中高年の方や初心者でも無理なく、楽しく参加できるエアロビクスです。
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1/12、  19、 26
2/2、 9、 16

3/2、  9、  16、 23
14100^-15100

12月 8日 (木)～受付

直 電

受講料

6.000円
定員

15名

(持ち物〉ヨガマット
X動きやすい服装でお越しください。

2/7、  14、  21、 28
3/7、  14、 28

9:30～ 10:30

く持ち物)直径 20cmの体操用ボール、ヨガマット
×動きやすい服装でお越しください。
×ボール (別途有料)が必要な方は申し込み時に受付けます。

受講料
4200円

2/7、  14、  21、 28
3/7、  14、 28

10,40～ 11:40
1月 17日 (火)～受付

直 電

受講料
4.200円

定員
25名

〈持ち物〉直径 20cmの体採用ボール、上靴、ヨガマット
※動きやすい服装でお越しください。
※ボール (別途有料)が必要な方ま申し込み時に受付けます。



腰痛 肩こりの改善や自然治癒力 UPを目的としたエクササイズとマッサージです。

体も内臓も元気になりましょう |

く全8回〉

2/6、  13、  20、 27
3/6、  13、  20、 27

13:20～ 14:20 1月 23日 (月 )～受付 直・電 受講料:4,800円
定員

16名

〈持ち物〉ヨガマット水分補給用の飲み物 ※動きやすい服装でお越しください。

く夜コース 全8回〉

2/6、 13、 20、 27
3/6、 13、 20、 27

19100～ 20:00 1月 23日 (月 )～受付 直 電 受講料:4.800円
定員

16名

〈持ち物〉ヨガマット水分補給用の飲み物 ※動きやすい服装でお越しください。

”
彊

′
自

●
，
， とは、自らを強く鍛えるという意味。大正時代に日本で作られた健康のための体操です。

1/6、  13、 20
2/3、  10、  17
3/3、  10、  17

11:00-12:10 12月 2日 (金)～受付 直 電 受講料:5,400円
定員

25名

〈持ち物〉バスタオルもしくはヨガマット ※動きやすい服装でお越しください。

自彊術講座 からだ元気&リラックス講座
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子育て応援コース
講師 /三木 由子 (リ トミック研究センター認定講師・保育鮪 資格者)

講師 /新 麗子 (ベビーマッサージ教室re‐dus主宰)

やさしくふれる一それだけでママも赤ちやんもリラックス。

赤ちゃんの心身発達を促しながら親子のきずなを深めます。

講師 /三木 由子 (リ トミック研究センター認定講師・保育士有酪 者)

グランドピアノの音色に親しみながら親子で楽しく「音あそび」してみましょう♪

子育て相談員

9

いつしょにおやこで音あそびを楽しんでみませんか ?ベビー向けの読みきかせもあります0

10:00～ 10:45

(受講者を対象に 11時半まで

フリートークの場として

会場を開放します)

各回とも

参力0費:600円

2月 28日 (火)～受付 直 電

(対象〉講座当日現在で4ヶ月(首がすわつてから)～ 10ヶ月の字L児とその保護者

12月 9日 (金)～受付 直 電

1月 24日 (火)～受付 直 電
定員

各 9組

1/17 (ソく)

10:00～ 11100
各回とも

参力0費:600円

く対象〉講座当日現在で2ヶ月以上歩くまでの子どもとその保護者

く持ち物〉バスタオル、フェイスタオル、おむつ、ビニールの敷物、水分補給の飲み物、オイル用小皿

12月 200(火)～受付 直 電

1月 17日 (火)～受付 直 電2/21(ソく)

3/7 (火 ) 2月 21日 (火)～受付 直 電

1/19

(フ )ヽ

① 10:00～ 10:45

② ll100-11145

12月 15日 (木)～受付 直 電

各口とも

参力0費 :600円
定員

各 20組
2/16

(木 )
1月 19日 (木)～受付 直 電

3/9

(本 )
2月 16日 (本)～受付 直 電

〈対象〉講座当日現在で①10ヶ月～1歳9ケ月の子どもとその保護者

②l歳 10ヶ月～就園前の子どもとその保護者

〈持ち物〉お茶、汗ふきタオル ×親子とも動きやすい服装でお越しください。
※お子様は裸足での参力Ⅸこなります。保護者の方は必要に応じて室内履き (スリッパ以外)をこ持参ください。

1月～ 3月 11:00-11 :20
子育て相談員の先生と一緒に手遊び、体操、

読み間かせなどをして親子で楽しみます。

参力0無料

申込不要

〈対象〉就学前の子どもとその保護者



子育て相談員

講師/手作りおもちゃ研究会 ビタミンx

講師 /ボランテイアグループ「おもちゃ病院 いたみ」

壊れてしまつたおもちゃ、動かなくなつた大好きなおもちゃ

捨ててしまう前に、おもちゃドクターにみてもらいませんか ?

1/20

2/17

3/17

10:00^´ 11:00

ゆうぎしつ前にミニ撮影コーナーが登場♪

お誕生日のおともだちは各自記念撮影してね。

ソヾ―スデーカードのプレゼントもあるよ!

参力0無料

申込不要

〈対象〉就学前の子どもとその保護者 ※ 12月生まれのお子様は 1/20にこ参力0下さい。

1/15

(0)
紙ざらと紙コツプで作ろ1

013:30-14:20
② 14:30-15120

12月 18日 (日 )～
受付 直 電

参加費無料
定員

各 10名
2/19

(日 )
牛字Lパックでポックリ

1月 15日 (日 )～
受付 直 電

3/19

(日 )

かんたん工作

いろいろ作つてあそぼ!

2月 19日 (日 )～
受付 直 電

〈対象〉小学生以下 (就学前児は保護者同伴でこ参力0下さい)

☆時間内に作品が完成しなかつたときは、材料をお持ち帰り頂きます。

☆状況により、変更となる場合があります。直前にお問合わせ下さい。

1/6、 20
2/3、  17
3/3、  17

13:00^‐ 15130

※時間内に自由にお越しください。

☆状況により、中止となる場合があります。

直接来館

(対象〉おもちゃ修理の希望者

幼児・Jヽ学生コース
講師 /隈丼 祐太 (ZEFT DANCE CREW)

音楽とふれあい、元気いつぱいにダンスを踊ることで、「リズム感」「柔軟性J「体力Jを養います。

×3月 12日 (日 )「きららフェスティパル」に出演を予定しています。

1/16、 23、 30
2/6、  13、 20、 27

3/6

プチ :17:10-17:55
ジュニア■8:10～ 19:10

12月 5日 (月 )～

受付 直 電

各コース

受講料

4.800円

各コース

定員 15名

〈対象〉プチコース:4歳～就学前の子ども ジュニアコース:小学生

〕0
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)ら おやこくらぶ」が

0     再スタ

●  |口昭ヨD 
蓬雪9纏憲な詐

リトミック、お誕生会、読み聞かせ

リトミック認定講3m、 保育士)

の稚園教諭 2種、保育士 )

● ____… ____一⌒一…一………
す1月 23日 (月 )の説明会にお越しの上、お申し込みください。

)1000～ 1045 X要申込

祝)から直接来館または電話にて受付

●●・●●●●●・●・●●●●●●・●●・●●●●●●

fF丹市立□書館北分館 ☆すべて参力0無料 申込不要
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第 1金曜日 10i30 親子向け (2才～ ) 和室
おはなし☆キララ

絵本の読み間かせなど

※おはなし会のスタンブカードを

お配りしています。

参力0してスタンフを集めると、

オリツナ,レバッジが貰えます。

第 3土曜日 10:30 4、 5才

ぎようじのへや

第 3土曜日 11:00 6才～

第 3金曜日 15i30
小学生以下

(未就学児|よ

保護者同伴 )

会議室 201
伊丹紙芝居サークル しヽろは

手遊びなどをしながら

紙芝居も楽しみます。

11=唯 ●

第 4日曜日 14:00
幼児～一般

(未就学児は

保護者同伴 )

会議室 201
紙芝居サークル ちょうちょ

手遊ぬ どをしながら

紙芝居も楽しみます。

1/9(月 祝) 15i30
幼児～一般

(未就学児|よ

保護者同伴 )

会議室 201
よみきかせポッポ

手遊0などをしなれ 大型絵本の

読み間かせをします。

11■
=,彗

I漱露ンをヽ 弯

1/24(シk)
3/13(月 )

10:30

上映

未就学児と

その保護者

1/24(火 )「ミッフィーとどうぶつえん」
3/13(月 )「うつかリペネロペ

うたおう あそぼう編」

第 20曜日
13:30

上映
北分館所蔵 DVDを上映する予定です。



イベント

1/8
(8)

第16回
きらら演芸会

く入場無料)申込不要
応募された市民の皆さんによる各種演芸の発表会です。

1/22
(0)

あらき淳―&木島―清の

初春コンサート

600円 (当日700円)14:00開演

12/11(日 )～直接来館また|ま電話にて受付

きららホールで販売 (先着順)

市内在住の歌手による歌声をお楽しみ下さい。
一足先に春を感じるプログラムでお届けします。

出演 :あらき淳― (キングレコード所属 )、 木島一清 (民謡歌手 )

※就学前のお子様の入場 |まこ遠慮下さい。

2/12
(日 )

きらら寄席

く入場無料〉要申込 14:00開演

申し込み:1/21(土)～

直接来館また!ま電話にて受付 (先着順)

毎回大好評の落語会です。玄人|まだしの熱演をどうぞお楽しみに1

出演:虎乃家光甲、酒楽家みつち、渚家梅仁

邦楽の会 和奏伎

2/19
(日 )

ひよつこリーナの
昭和歌翻ショー

く入場無料)要申込 14:00開演

申し込み:1/30(月 )～

直接来館または電話にて受付 (先着順)

歌 体操 ソロ演奏とバラエティーにとんだプログラムをお楽しみ下さしヽ

出演 :ひょつこリーナ

3/11

(ニヒ)

3/12
(日 )

第16回
きららフェステイバル

く入場無料)申込不要
きららホールを示し用の団体による展示とステージの発表会です。

作品展示会 /3月 11日 (■)12日 (日 )

きらら総おどり/3月110(土)ステージ発表会 /3月 12日 (日 )

おやこで聴けるコンサート

皿
皿

Ｊ

′

′

Ｊ

」

おやこで楽しむ音楽会

子ども向け童謡や、アニメ音楽、親子で楽しめるやさしいクラッシックなどを

お届けします。ぜひこ家族で音楽に親しんで下さい|

2月 23日 (木・祝)

14100-14:45 (開場 13150)〈入場無料〉
く出演〉伊丹シティフィル八一モニー管弦楽団 クラリネット四重奏

3歳～小学生と保護者 定員:50組

2/3(金 )～直接来館また1ま電話にて受付 (先着順)
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