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掲載
無料

※応募・掲載希望月の前月8日まで
　（以降も受付の場合あり）
※掲載の場合のみ、編集部から連絡いたします。

あなたの街の情報を
お待ちしております！

コンサート

ミュージアム

ギャラリー

催し

講座・講演

小磯良平をはじめとする画家たちがそれまで
の具象絵画からいかに抽象的な表現を模索
したかを紹介する。

■小磯記念美術館（神戸市東灘区向洋町中
5-7）■入館料：一般200円/高大生150円/小
中生100円■問：TEL078-857-5880

小磯良平
《リュートのある静物》
1966年 当館蔵

同時開催：｢小磯良平作品選Ⅰ｣

10時～17時（入館は16時半まで）
月曜休館

▶ 開催中～7/9（日）
柳原さんが少年期から青年期までを過ごし
た京都・兵庫・大阪ゆかりの作品と資料が
大阪市立中央図書館「アンクル船長のギ
ャラリー」から長い期間暮らした横浜ゆかり
の作品と資料が横浜みなと博物館から出
品される。

アンクル船長の夢
柳原良平

「具象から抽象へ」
コレクション企画展示

■尼崎市総合文化センター美術ホール（5・4階）
■観覧料：一般800円/シニア700円/大高生
　600円/中学生以下無料
■問：TEL06-6487-0806

10時～17時
（入館は16時半まで）
火曜休館

▶ 開催中～
　 7/9（日）

作品約20点を展示　
※一部作品の販売あり

マツオマミ個展　
mamiche（アートマルシェ：マミシェ）

■場所：ギャラリー プチポワン
　（神戸市中央区北長狭通5-8-4）
■入場無料■問：TEL078-351-6540

 12時～18時半　最終日17時まで
▶ 5/29（月）～6/3（土）

夙川さくら作業所主催の福祉バザーを今
年も開催。地域の皆さまから寄付頂いた品
を販売。ご家庭で眠っている品物はありま
せんか？
バザーも品大募集！雑貨類（新品、新品同
様）、衣類（新品のみ）
※自宅まで引き取りも可

第29回　福祉バザー

■安井市民会館（西宮市安井町2-4）※駐車
場無し■入場無料■問：TEL0798-36-2985

博物館見学ツアーでコーヒー探検をした後
は、ペーパードリップを使って実際にコーヒー
をいれて親子で楽しむプログラム。お子様向
けのアレンジコーヒーメニューもご用意。

まめ学
【親子向け体験プログラム】昭和モダン激動トラウマ編

■UCCコーヒー博物館 体験ルーム（神戸市中
央区港島中町6-6-2）■参加費：小学生1名＋
保護者様1名の計2名様で1,000円（入館料
込/実習教材費含む）1名様追加料金・・・500
円（小学生・保護者共通）※参加費は当日、受
付にて（現金のみ）■定員：6家族（小学生/保
護者様計24名様）＊各グループ4名様まで申込
可■参加対象： 小学生と保護者様※未就学児
不可■申込：TEL078-302-8880（UCCコーヒ
ー博物館）

 13時半～15時半
▶ 6/4（日）

ハーバーランドのメインストリート“神戸ガス
燈通り”に手作りのお店がずらりと集合。作
家によるこだわりの手作り作品がテントいっ
ぱいに並ぶ。神戸でおなじみのラジオ局によ
る「マーケットライブ」を同時開催。明るい歌
声に耳をかたむけながらお気に入りの一点
を見つけよう。

ハーバーマーケット

■ハーバーランド神戸ガス燈通り■入場無料
■問：TEL078-360-3639（神戸ハーバーラン
ド総合インフォメーション・10時～19時）

11時～17時　※雨天・荒天中止
▶ 6/4（日）

ストリートダンスの動きをベースにした初心者
向けダンスレッスンは、初めての方も安心して
参加できる。ストレスも運動不足も解消して、
明日からの仕事の効率をアップしよう！
毎月第1、第3火曜日開催中！

はじめてダンス

■神戸ハーバーランドスペースシアター
■参加無料
■問：TEL06-6809-4161（公益社団法人日本
　ストリートダンススタジオ協会）

18時半～19時半
▶ 6/6（火）・20（火）

古い西洋館に住む母が殺され、翌朝予告も
なく警部が…。近年本当にあった事件をヒン
トに作られた、王道ミステリー仕立ての作品。

誰モガ自分ヲ殺人犯ダト言フ。

■神戸アートビレッジセンターKAVCホール
　（神戸市兵庫区新開地5-3-14）
■料金：3,500円■問：TEL06-6422-3578 
メール予約：tiket@g-foresta.com

19時～
▶ 6/30（金）

12時～・16時～
▶ 7/1（土）

14時～
※開場は開演の30分前、受付は開演の
　45分前です。
※10歳未満のご入場はご相談下さい。

▶ 7/2（日）
出演：関西紫金草合唱団、奈良紫金草合唱
団、全国紫金草合唱団有志
紫金草合唱団は「不忘歴史　面向未来」
（歴史を忘れず未来に向かおう）をテーマに
「紫金草物語」を歌い続けている。

関西紫金草合唱団コンサート

■プレラホール（西宮市高松町４-８）■入場料：
1,000円（高校生以下無料、未就学児入場可、
託児サービス、いずれも問い合わせ先へ要連絡）
■ 問：プ レ ラ か だ る べ（ 千 葉 ）
TEL090-8126-7380

開場19時　開演19時半
▶ 7/7（金）

▶ 6/3（土）
11時～15時

阪神・神戸イベントEvent

メール play@ci ty l i fe -new.com

普段何気なく利用しているサービス
や、地元の楽しいイベントなど行政の
取り組みは多岐にわたります。この
コーナーでは、快適に過ごせる市民
向けサービスやお楽しみ情報などを
紹介していきます。

　盆踊りの振り付けにはそれぞれ由来があることをご存知ですか。日本
の伝統文化「盆踊り」を地域の人が優しく指導します。また、希望者は
浴衣の着付け体験もできます。ぜひ気軽にご参加ください。

イベント

● 日時：7/15（土）14時～16時（予定）
● 場所：海外移住と文化の交流センター（神戸市中央区山本通3-19-8）
● 定員：約50名（うち先着20名は着付け体験可）

こうべ海の盆踊り2017
盆踊り練習会・浴衣の着付け体験を開催

　六甲山の開祖アーサー･ヘスケス･グルームさん
をたたえるとともに、夏山シーズンの安全を祈願する
「六甲山グルーム祭」を開催します。鏡割り（ふるま
い酒）や、会場を目指してクリ
ーンハイキングも行います。ハ
イキングの参加者はゴール後
にお楽しみ抽選会があります。

イベント

［ お問合せ ］六甲ケーブル下駅　TEL078-861-5288

● 日時：6/4（日） 
10時40分～11時50分
※雨天決行

● 会場：六甲山記念碑台
● 参加費：無料
● 詳細はwebサイト
　（www.rokkosan.com）
　をご覧ください。

6/4　第34回六甲山グルーム祭　夏山びらき　開催

　「兵庫県文化の父」と呼ばれる詩人・富
田砕花が暮らした富田砕花旧居。平成
29年5月に開館30周年を迎えたことをき
っかけに、さまざまなイベントを催します。
6/21～7/5の間、笹を設置。どなたでも
短冊を飾っていただけます。この機会に昭和の風情の残る建物や
庭の雰囲気を楽しみつつ,短冊に思いをのせてください。

文化・歴史

［ お問合せ ］
芦屋市教育委員会生涯学習課
TEL.0797-38-2115
http://www.city.ashiya.lg.jp

● 施設名：富田砕花旧居
● 場所：芦屋市宮川町4-12
● 開館日時：水曜・日曜　
　10時～16時
　（入館は15時まで）
● 入館料：無料

富田砕花旧居開館30周年

　小学生を対象にした「ジュニアさけスクール」を開催します。「灘の酒」と「甲南漬（奈良漬）」の関わり
など、灘の酒が地場産業として根付いてきた歴史や文化を学ぶことが出来ます。

イベント

地場産業「灘の酒」を一緒に学ぼう　―ジュニアさけスクール―

　西宮市が子育てを応援するアプリをつくりま
した。登録すると、忘れがちな予防接種や接種
状況などをまとめて把握でき、お出かけスポット
やイベント情報なども通知されます。急な病気
やけが、困ったときに役立つ情報も満載。妊娠
中の方やおじいちゃんおばあちゃん、子育てに
関わるすべての人が活用できます。

子育てサービス

［ お問合せ ］西宮市 子育て総合センター　TEL.0798-39-1521

西宮市子育てアプリ「みやハグ」（登録無料）
～子育ての“あったらいいのにな～”をアプリにしました～

郵便番号・こどもの
誕生日を登録して
あなたにぴったりの
アプリにしよう！ 

［ 申込み・お問合せ ］
こうべ海の盆踊り実行委員会事務局　
TEL.078‐232‐4411（内線412）

［ お問合せ・申込み先 ］ 神戸市東灘区まちづくり課　〒658-8570（住所不要）「JSS」係
TEL.078-841-4131（内線236）/FAX078-811-4901/mail:h-matika@office.city.kobe.lg.jp

● 受付：8/4（金）10時～12時
● 場所：こうべ甲南武庫の郷
　（神戸市東灘区御影塚町4-4-8）
● 対象：小学3～6年
● 定員：20名（応募多数の場合は抽選）
● 参加費：無料

※「こうべ海の盆踊り2017」・・・開催日時：8/19（土）16時半～20時45分頃
　「屋台エリア」は16時～（荒天の場合は翌日）/場所：メリケンパーク（波止場町）

● 申込方法：はがき or FAX or 電子メールに
「住所・氏名（2名まで）、電話番号、学校名、
学年、当日の連絡先（携帯番号）」を記入し、
7/18（火）までに必着。※受講中は連絡が取れるようにしてください（保護者見学可）

応
募
方
法 

メールか郵送にて。応募の動機、郵便番号、住所、
氏名、年齢、職業、ＴＥＬを記載し、上半身と全身の
お写真をお送りください（随時受付）。
〒566-0001 摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ ファミリーモデル係　
メール　info@citylife-new.com※ご依頼する際は編集部からご連絡させていただきます。

ファミリーモデル募集
シティライフ紙面にご登場いただけるファミリーを募集しています。
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