
きらっと☆阪神北オータムフェスタ2019シンボルイベント

発行元／きらっと☆阪神北オータムフェスタ実行委員会

（平日9：00～17：00 土･日祝日休）

〒665-8567　宝塚市旭町2-4-15
兵庫県阪神北県民局県民交流室内　TEL.0797-83-3133

第52回いながわまつり＆阪神北彩りフェスタ第52回いながわまつり＆阪神北彩りフェスタ

模擬店や展示、ステージ発表
やキャラクターショーなどイベ
ント盛りだくさんの「いながわ
まつり」。そこで「阪神北彩り
フェスタ」として、毎年子ども
たちに人気の県立三田祥雲
館高校によるロボットサッ
カーや、阪神北ビジョン委員
会による展示を実施します。

開催日■11月3日（日・祝）10：00～16：00
会　場■猪名川町総合公園、イナホール、生涯学習センター
問いながわまつり実行委員会（072-766-8783）、きらっと☆阪神北オータムフェスタ実行委員会（0797-83-3133）

青少年による舞台発表や、切り絵・絵画などの展示を
行うほか、顕著な地域活動を行っている個人や団体に
対し表彰を行います。

開催日■12月15日（日）13：00～17：00
会　場■三田市まちづくり協働センター 多目的ホール
問阪神北県民局県民交流室 県民課（0797-83-3135）

阪神北文化フェスタ阪神北文化フェスタ11/3
（日・祝）

12/15
（日）

㈱エビス
堅田建設興業㈱
㈱染の川組
田中住建㈱
㈱得野組
㈱橋本工務店
㈱ダイイチコンストラクション

兵庫県建設業協会  伊丹支部

昔も今も、そしてこれからも。
幸せを願って国土建設

一般社団法人

㈱浜田組
㈱林建設
㈱東園組
光建工㈱
㈱備藤工務店
宗像建設㈱

“地域社会に貢献し、明るい豊かなまちを創造する”

〒666-0017 兵庫県川西市火打1丁目1番7-12号
TEL：072-755-3435　FAX：072-755-3438

一般社団法人 近畿まちづくり協会

計　37社

㈱泉建設
㈲伊福建設
㈲エフ建設
家族庭
㈱川辺建設
㈱岸本建設
㈲明翔産業
にこにこﾘﾌｫｰﾑ㈱
㈲ｾｲｺ ・ーｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱テシマ
葉山建設工業㈱
㈱アーデント
大一建設㈱

㈱シンリュウ
㈱清流建設
㈱T'STILE
東神金商㈱
徳山土木㈱
㈱宮本建設
㈱ｻﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
春山組
㈱新井興業
㈲森本ﾓｰﾀｰｽ
㈱宮土ｴﾝｼﾞﾆｱ
伊藤造園土木㈱

㈱ユニティ
猪名川技建工業㈱
㈱ｱｲ・ﾃｨ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
住本建設㈱
白瀬浚渫興業㈱
㈲光建
㈲宮本土木
㈲平井産業
㈱ニード
燈友法律事務所
㈱ギルド
㈱植伸建設

宝塚市栄町2-1-2 ソリオ2（6F）
Tel. 0797-83-2211

宝塚商工会議所は
「だいすき宝塚」を提唱しています

宝塚商工会議所
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わたしたちは「創造」します－人・感動・緑のまちづくり－
農協市場館　パスカルさんだ一番館（三田）
農協市場館　パスカルさんだフラワー店（三田）
農協市場館　彩菜やまぐち（西宮）
農協市場館　彩菜さくら（西宮）
農協市場館　西宮夢市場（宝塚）
ファマーズマーケット　スマイル阪神（伊丹）
農協市場館　四季の郷（川西）
農協市場館　ほんまもん武庫の郷（尼崎）
米工房　稲穂園　ほんまもん園田の郷（尼崎）

TEL.079-563-7744
TEL.079-569-7622
TEL.078-904-3439
TEL.0798-33-0500
TEL.0797-91-1638
TEL.072-783-6977
TEL.072-791-1312
TEL.06-6433-3441
TEL.06-6496-6610

所在地 神戸市北区有野中町2-12-13
TEL.078-981-6871（営農経済事業部）

行きます　聞きます　提案します

キッピー ハッピー

チャッピー

三田の
マスコット

TEL：079-563-4455  FAX：079-563-6675
http：//www.sanda.or.jp

〒669-1531 兵庫県三田市天神1-5-33

三田市商工会

一般社団法人 川西建設協会

路を築き、
　　災害を防ぎ

　　　　安心をつなぐ。

〒665-0844 宝塚市武庫川町4番3号
　　　　　  宝塚第一コーポラス910号

一般社団法人

兵庫県建設業協会 宝塚支部

TEL.0797-84-5848／FAX.0797-86-2533
E-mail. takaraduka@hyokenkyo.or.jp
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伊丹市

開催日■10月19日（土）12：00～
会　場■伊丹市中心市街地
参加料■5枚綴り：前売3,500円

（当日4,000円）、1枚券：
800円（当日のみ）

問伊丹まち未来株式会社事業局
 072-773-8885

第21回伊丹まちなかバル
「清酒発祥の地 伊丹」にて

多種多彩な飲食店で実施さ
れる「食べ歩き」「飲み歩き」
のイベント。

開催日■10月12日（土）、13日（日）10：00～17：00
会　場■猪名野神社、宮ノ前通り等
問事務局（デリカロクシナ） 072-770-0233

「宮前ふとん太鼓」の巡行や
地元住民による模擬店
秋の宮前まつり

伊丹市

開催日■11月3日（日）10：00～15：00 
会　場■西谷ふれあい夢プラザ
問宝塚市農政課 0797-77-2036

実りの秋を迎えた西谷地域の
農産物の即売などを開催
西谷収穫祭

宝塚市

開催日■10月26日（土）～11月3日（日）
9：00～17：30（10月28日（月）は
休、11月3日（日）は15：00まで）

会　場■伊丹市立中央公民館
問伊丹市立中央公民館 072-784-8000

市内外から募集した美術作品の
中から入賞・入選作品を展示
第54回伊丹市展

伊丹市

開催日■11月15日（金）～11月29日（金）
会　場■伊丹市役所1階正面玄関ロビー
問伊丹市教育委員会事務局
博物館文化財担当 072-784-8090

文化財保護団体等
紹介パネル展伊丹市

開催日■10月11日（金）①14：30～ ②18：00～
会　場■宝塚ソリオホール
入場料■前売1,600円（当日2,100円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

ワンドリンク付きで
気軽にジャズ
ライブ イン ソリオ！

宝塚市

開催日■10月12日（土）、26日（土）
会　場■宝塚ダリア園など
参加料■2,700円
問阪急交通社大阪団体支店 06-4795-5929

元タカラジェンヌによる
ダリアの歴史と
花の魅力

宝塚市

開催日■10月17日（木）①10：30～ ②14：00～
会　場■宝塚ソリオホール
入場料■前売900円（当日1,100円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

シネマ イン ソリオ
「体操しようよ」宝塚市

開催日■10月19日（土）①11：00～ ②14：00～
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■おとな（高校生以上）：前売1,000円

（当日1,200円）、こども（3歳～中学
生）前売500円（当日700円）

問宝塚市文化財団 0797-85-8844

0歳からのクラシック
コンサート
～声と響きとハーモニー～

宝塚市

開催日■10月24日（木）～27日（日）
会　場■宝塚市立中央図書館 桜ガ丘資料室
問宝塚市立中央図書館 市史資料室 
0797-85-0648

旧松本邸2019
秋の一般公開宝塚市

開催日■10月26日（土）10：30～15：00
会　場■宝塚文化創造館、花のみち・さくら橋公園
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

かかしと一緒に写真撮影
宝塚あきぞらげきじょう宝塚市

開催日■10月31日（木）13：30
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■前売500円（当日800円）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

第345回市民のためのオルガンコンサート
～オルガンとトランペットの“饗宴”～宝塚市

開催日■11月1日（金）～
10日（日）

　　　　※宝塚文化創造館
は5日（火）まで

会　場■宝塚文化創造館、ソ
リ オ 1 の 3 階 テ ラ
ス、カフェKaRuTa、
宝塚南口駅前公園、
K－LEWiS、友金ア
パート、ナチュール
スパ宝塚屋外

問宝塚アートプロジェクト
080-1437-3811

宝塚にゆかりのある現代美術
作家による展覧会など
宝塚現代美術てん・てん2019

宝塚市

開催日■11月2日（土）～8日（金）
会　場■宝塚シネ・ピピア　ほか
入場料■前売1,000円、当日1,200円ほか
問宝塚映画祭事務局 090-7767-2254

宝塚映画や手塚アニメを上映
第20回宝塚映画祭宝塚市

開催日■11月2日（土）、3日（日）13：00～ 
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■500円（両日共通券）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

第53回宝塚市民合唱祭宝塚市

開催日■11月7日（木）19：00～
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■一般：前売4,000円（当日4,500円）、
　　　　学生：前売2,000円（当日2,500円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

日本・オーストリア友好150周年記念
「ヨーゼフ・ラスカ　音の架け橋」宝塚市

開催日■11月14日（木）
14：00～

会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■前売500円
　　　　（当日700円）
問宝塚市文化財団 
0797-85-8844

“ワンコイン・ワンアワー”の音楽会
第9回よりみち音楽会宝塚市

開催日■11月10日（日）
会　場■キセラ川西 せせらぎ公園
問川西市商工会 072-759-8222

ステージパフォーマンスや
飲食店、地元野菜の即売会など
第13回川西まつり

川西市

開催日■10月12日（土）
会　場■JR、神鉄三田駅を中心としたエリア
問三田市商工会 079-563-4455

地産地消をメインとした飲食店
など多彩なお店が出店
第9回三田バル

三田市

開催日■11月9日（土）10：00～15：00
会　場■三田市総合文化センター郷の音ホール

駐車場　他
問JA兵庫六甲三田営農総合センター 
079-563-4192

地元自慢の農畜産物が大集合！
第45回さんだ農業まつり三田市

開催日■10月13日（日）
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問伊丹市立図書館 交流事業担当 072-784-8170

子どもたちが特技を披露する
「スーパーキッズショー」など

秋の宮前まつりinことば蔵
伊丹市

開催日■10月12日（土）、10月13日（日）
会　場■伊丹市人権啓発センター
参加料■無料（屋台は有料）
問NPO法人伊丹人権啓発協会（「おるか」の会） 
072-779-6141

人権について学び、人権意識を高める
第15回人権フェスティバル伊丹市

開催日■11月23日（土・祝）10：30～15：00
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問伊丹市立消費生活センター 072-772-0261

大人も子どもも消費生活など
を楽しく学べる
いたみ消費者のつどい

伊丹市

開催日■10月19日（土）
会　場■末広中央公園
問同実行委員会事務局（エフエム宝塚内）
 0797-76-5432

宝塚音楽回廊2019
～Peace&Acoustic～宝塚市

開催日■9月12日（木）～11月3日（日）
会　場■阪急宝塚駅周辺
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

宝塚アニメフェスタ2019×
ハロウィン プレイベント

「リアル謎解きゲーム～湯けむり
に消えたサファイア～」

宝塚市

開催日■10月27日（日）
会　場■宝塚ダリア園周辺
参加料■ダリア園入場は有料
問宝塚商工会議所西谷支部 0797-83-5100

にしたに秋花火宝塚市

開催日■11月9日（土）、10日（日）
　　　　9：30～15：00（予定）
会　場■昆陽池公園 多目的広場
問伊丹市農業政策課 072-784-8050

地元新鮮野菜の
販売や園芸市など
伊丹市農業祭

伊丹市

開催日■11月23日（土）、24日（日）9：30～17：00
会　場■スマイル阪神
問スマイル阪神 072-783-6977

スマイル阪神
オープニング
11周年イベント

伊丹市

会場・開催日
■①宝塚北サービスエリア

10月5日（土）～6日（日）、10月12日
（土）～14日（月・祝）9：00～17：00

②大阪国際空港INFORMATIONひょうご・関西
11月9日（土）～10日（日）10：00～18：00

問兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会 0797-83-3156

ひょうご北摂
魅力いっぱいフェア

伊丹市
・

宝塚市

開催日■10月27日（日）10：00～15：00
会　場■県立西猪名公園
参加料■クラフト作り、ミズノスポーツ塾は有料
問西猪名公園管理事務所 072-759-0785

クラフト作り、大道芸、自転車
ライディングスクールなど
西猪名公園まつり

川西市

開催日■11月9日（土）
会　場■キセラ川西せせらぎ公園
問街はカーニバル！！プロジェクト

（アート・デザイン内） 072-740-2241

手作りキャンドルシェードの
展示やコンサートなど
かわにし音灯り

川西市

開催日■11月9日（土）10：00～15：00
会　場■川西市郷土館
問川西市郷土館 072-794-3354

音楽ステージ、飲食ブース、
地元野菜の直売会など
川西市郷土館まつり

川西市

開催日■10月13日（日）
会　場■県立有馬富士公園内
対　象■赤ちゃんのいる家族
定　員■10組
参加料■1組300円
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

ベビーカーで紅葉の森を
散歩しましょう三田市

開催日■10月19日（土）～20日（日）10：00～16：00
会　場■県立有馬富士公園 「出合いの広場」ほか
参加料■入場無料、各催しには参加料が必要な

ものもあります。
問ありまふじフェスティバル実行委員会

（有馬富士公園管理事務所内） 079-562-3040

音楽ステージ、
クラフト体験などを開催
ありまふじフェスティバル'19秋

三田市

開催日■10月19日（土）
会　場■能勢電鉄沿線
定　員■未定
参加料■※昨年度実績
　　　　大人：1,000円、小学生以下： 500円
問能勢電鉄株式会社 072-792-7716

のせでんkids★
ハロウィントレイン猪名川町

開催日■11月22日（金）14：00～16：00
会　場■猪名川町文化体育館 小ホール
問猪名川町企画財政課 072-766-8711

第4回猪名川町の未来を
描く高校生フォーラム猪名川町

三田市

開催日■11月3日（日・祝日）
会　場■三田市まちづくり協働

センターなど
参加料■3,000円（ペア・グループ

割引あり）
問三田市まちのブランド観光課 
079-559-5217

第3回三田ビール検定
日本人で初めてビール醸造に
取り組んだとされる川本幸民
の業績と進取の精神にちな
んで三田ビール検定を実施。

開催日■10月26日（土）～
　　　　11月24日（日）
会　場■川西能勢口駅～妙見口駅
問のせでんアートライン2019
事務局 050-3576-5591

のせでんアートライン2019
のせでん沿線を舞台とした
芸術祭。国内外の8組のアー
ティストによる作品展示やパ
フォーマンスを行う。

川西市・
猪名川町・
豊能町・
能勢町

宝塚市

開催日■10月26日（土）、10月27日（日）
会　場■阪急宝塚駅周辺
参加料■一部参加料が必要なプログラム有
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

ウォータープロジェクションマッピング
やコスプレパレード、ワークショップ、
ハンバーガーイベントなどを開催！

コスプレパレードなどを開催
宝塚アニメフェスタ2019×ハロウィン メインイベント

交 流 イ ベ ン ト

食と特産品イベント、農業まつり

歴史、芸術文化イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで
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伊丹市

開催日■10月19日（土）12：00～
会　場■伊丹市中心市街地
参加料■5枚綴り：前売3,500円

（当日4,000円）、1枚券：
800円（当日のみ）

問伊丹まち未来株式会社事業局
 072-773-8885

第21回伊丹まちなかバル
「清酒発祥の地 伊丹」にて

多種多彩な飲食店で実施さ
れる「食べ歩き」「飲み歩き」
のイベント。

開催日■10月12日（土）、13日（日）10：00～17：00
会　場■猪名野神社、宮ノ前通り等
問事務局（デリカロクシナ） 072-770-0233

「宮前ふとん太鼓」の巡行や
地元住民による模擬店
秋の宮前まつり

伊丹市

開催日■11月3日（日）10：00～15：00 
会　場■西谷ふれあい夢プラザ
問宝塚市農政課 0797-77-2036

実りの秋を迎えた西谷地域の
農産物の即売などを開催
西谷収穫祭

宝塚市

開催日■10月26日（土）～11月3日（日）
9：00～17：30（10月28日（月）は
休、11月3日（日）は15：00まで）

会　場■伊丹市立中央公民館
問伊丹市立中央公民館 072-784-8000

市内外から募集した美術作品の
中から入賞・入選作品を展示
第54回伊丹市展

伊丹市

開催日■11月15日（金）～11月29日（金）
会　場■伊丹市役所1階正面玄関ロビー
問伊丹市教育委員会事務局
博物館文化財担当 072-784-8090

文化財保護団体等
紹介パネル展伊丹市

開催日■10月11日（金）①14：30～ ②18：00～
会　場■宝塚ソリオホール
入場料■前売1,600円（当日2,100円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

ワンドリンク付きで
気軽にジャズ
ライブ イン ソリオ！

宝塚市

開催日■10月12日（土）、26日（土）
会　場■宝塚ダリア園など
参加料■2,700円
問阪急交通社大阪団体支店 06-4795-5929

元タカラジェンヌによる
ダリアの歴史と
花の魅力

宝塚市

開催日■10月17日（木）①10：30～ ②14：00～
会　場■宝塚ソリオホール
入場料■前売900円（当日1,100円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

シネマ イン ソリオ
「体操しようよ」宝塚市

開催日■10月19日（土）①11：00～ ②14：00～
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■おとな（高校生以上）：前売1,000円

（当日1,200円）、こども（3歳～中学
生）前売500円（当日700円）

問宝塚市文化財団 0797-85-8844

0歳からのクラシック
コンサート
～声と響きとハーモニー～

宝塚市

開催日■10月24日（木）～27日（日）
会　場■宝塚市立中央図書館 桜ガ丘資料室
問宝塚市立中央図書館 市史資料室 
0797-85-0648

旧松本邸2019
秋の一般公開宝塚市

開催日■10月26日（土）10：30～15：00
会　場■宝塚文化創造館、花のみち・さくら橋公園
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

かかしと一緒に写真撮影
宝塚あきぞらげきじょう宝塚市

開催日■10月31日（木）13：30
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■前売500円（当日800円）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

第345回市民のためのオルガンコンサート
～オルガンとトランペットの“饗宴”～宝塚市

開催日■11月1日（金）～
10日（日）

　　　　※宝塚文化創造館
は5日（火）まで

会　場■宝塚文化創造館、ソ
リ オ 1 の 3 階 テ ラ
ス、カフェKaRuTa、
宝塚南口駅前公園、
K－LEWiS、友金ア
パート、ナチュール
スパ宝塚屋外

問宝塚アートプロジェクト
080-1437-3811

宝塚にゆかりのある現代美術
作家による展覧会など
宝塚現代美術てん・てん2019

宝塚市

開催日■11月2日（土）～8日（金）
会　場■宝塚シネ・ピピア　ほか
入場料■前売1,000円、当日1,200円ほか
問宝塚映画祭事務局 090-7767-2254

宝塚映画や手塚アニメを上映
第20回宝塚映画祭宝塚市

開催日■11月2日（土）、3日（日）13：00～ 
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■500円（両日共通券）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

第53回宝塚市民合唱祭宝塚市

開催日■11月7日（木）19：00～
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■一般：前売4,000円（当日4,500円）、
　　　　学生：前売2,000円（当日2,500円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

日本・オーストリア友好150周年記念
「ヨーゼフ・ラスカ　音の架け橋」宝塚市

開催日■11月14日（木）
14：00～

会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■前売500円
　　　　（当日700円）
問宝塚市文化財団 
0797-85-8844

“ワンコイン・ワンアワー”の音楽会
第9回よりみち音楽会宝塚市

開催日■11月10日（日）
会　場■キセラ川西 せせらぎ公園
問川西市商工会 072-759-8222

ステージパフォーマンスや
飲食店、地元野菜の即売会など
第13回川西まつり

川西市

開催日■10月12日（土）
会　場■JR、神鉄三田駅を中心としたエリア
問三田市商工会 079-563-4455

地産地消をメインとした飲食店
など多彩なお店が出店
第9回三田バル

三田市

開催日■11月9日（土）10：00～15：00
会　場■三田市総合文化センター郷の音ホール

駐車場　他
問JA兵庫六甲三田営農総合センター 
079-563-4192

地元自慢の農畜産物が大集合！
第45回さんだ農業まつり三田市

開催日■10月13日（日）
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問伊丹市立図書館 交流事業担当 072-784-8170

子どもたちが特技を披露する
「スーパーキッズショー」など

秋の宮前まつりinことば蔵
伊丹市

開催日■10月12日（土）、10月13日（日）
会　場■伊丹市人権啓発センター
参加料■無料（屋台は有料）
問NPO法人伊丹人権啓発協会（「おるか」の会） 
072-779-6141

人権について学び、人権意識を高める
第15回人権フェスティバル伊丹市

開催日■11月23日（土・祝）10：30～15：00
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問伊丹市立消費生活センター 072-772-0261

大人も子どもも消費生活など
を楽しく学べる
いたみ消費者のつどい

伊丹市

開催日■10月19日（土）
会　場■末広中央公園
問同実行委員会事務局（エフエム宝塚内）
 0797-76-5432

宝塚音楽回廊2019
～Peace&Acoustic～宝塚市

開催日■9月12日（木）～11月3日（日）
会　場■阪急宝塚駅周辺
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

宝塚アニメフェスタ2019×
ハロウィン プレイベント

「リアル謎解きゲーム～湯けむり
に消えたサファイア～」

宝塚市

開催日■10月27日（日）
会　場■宝塚ダリア園周辺
参加料■ダリア園入場は有料
問宝塚商工会議所西谷支部 0797-83-5100

にしたに秋花火宝塚市

開催日■11月9日（土）、10日（日）
　　　　9：30～15：00（予定）
会　場■昆陽池公園 多目的広場
問伊丹市農業政策課 072-784-8050

地元新鮮野菜の
販売や園芸市など
伊丹市農業祭

伊丹市

開催日■11月23日（土）、24日（日）9：30～17：00
会　場■スマイル阪神
問スマイル阪神 072-783-6977

スマイル阪神
オープニング
11周年イベント

伊丹市

会場・開催日
■①宝塚北サービスエリア

10月5日（土）～6日（日）、10月12日
（土）～14日（月・祝）9：00～17：00

②大阪国際空港INFORMATIONひょうご・関西
11月9日（土）～10日（日）10：00～18：00

問兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会 0797-83-3156

ひょうご北摂
魅力いっぱいフェア

伊丹市
・

宝塚市

開催日■10月27日（日）10：00～15：00
会　場■県立西猪名公園
参加料■クラフト作り、ミズノスポーツ塾は有料
問西猪名公園管理事務所 072-759-0785

クラフト作り、大道芸、自転車
ライディングスクールなど
西猪名公園まつり

川西市

開催日■11月9日（土）
会　場■キセラ川西せせらぎ公園
問街はカーニバル！！プロジェクト

（アート・デザイン内） 072-740-2241

手作りキャンドルシェードの
展示やコンサートなど
かわにし音灯り

川西市

開催日■11月9日（土）10：00～15：00
会　場■川西市郷土館
問川西市郷土館 072-794-3354

音楽ステージ、飲食ブース、
地元野菜の直売会など
川西市郷土館まつり

川西市

開催日■10月13日（日）
会　場■県立有馬富士公園内
対　象■赤ちゃんのいる家族
定　員■10組
参加料■1組300円
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

ベビーカーで紅葉の森を
散歩しましょう三田市

開催日■10月19日（土）～20日（日）10：00～16：00
会　場■県立有馬富士公園 「出合いの広場」ほか
参加料■入場無料、各催しには参加料が必要な

ものもあります。
問ありまふじフェスティバル実行委員会

（有馬富士公園管理事務所内） 079-562-3040

音楽ステージ、
クラフト体験などを開催
ありまふじフェスティバル'19秋

三田市

開催日■10月19日（土）
会　場■能勢電鉄沿線
定　員■未定
参加料■※昨年度実績
　　　　大人：1,000円、小学生以下： 500円
問能勢電鉄株式会社 072-792-7716

のせでんkids★
ハロウィントレイン猪名川町

開催日■11月22日（金）14：00～16：00
会　場■猪名川町文化体育館 小ホール
問猪名川町企画財政課 072-766-8711

第4回猪名川町の未来を
描く高校生フォーラム猪名川町

三田市

開催日■11月3日（日・祝日）
会　場■三田市まちづくり協働

センターなど
参加料■3,000円（ペア・グループ

割引あり）
問三田市まちのブランド観光課 
079-559-5217

第3回三田ビール検定
日本人で初めてビール醸造に
取り組んだとされる川本幸民
の業績と進取の精神にちな
んで三田ビール検定を実施。

開催日■10月26日（土）～
　　　　11月24日（日）
会　場■川西能勢口駅～妙見口駅
問のせでんアートライン2019
事務局 050-3576-5591

のせでんアートライン2019
のせでん沿線を舞台とした
芸術祭。国内外の8組のアー
ティストによる作品展示やパ
フォーマンスを行う。

川西市・
猪名川町・
豊能町・
能勢町

宝塚市

開催日■10月26日（土）、10月27日（日）
会　場■阪急宝塚駅周辺
参加料■一部参加料が必要なプログラム有
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

ウォータープロジェクションマッピング
やコスプレパレード、ワークショップ、
ハンバーガーイベントなどを開催！

コスプレパレードなどを開催
宝塚アニメフェスタ2019×ハロウィン メインイベント

交 流 イ ベ ン ト

食と特産品イベント、農業まつり

歴史、芸術文化イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで1 2

伊丹市

開催日■10月19日（土）12：00～
会　場■伊丹市中心市街地
参加料■5枚綴り：前売3,500円

（当日4,000円）、1枚券：
800円（当日のみ）

問伊丹まち未来株式会社事業局
 072-773-8885

第21回伊丹まちなかバル
「清酒発祥の地 伊丹」にて

多種多彩な飲食店で実施さ
れる「食べ歩き」「飲み歩き」
のイベント。

開催日■10月12日（土）、13日（日）10：00～17：00
会　場■猪名野神社、宮ノ前通り等
問事務局（デリカロクシナ） 072-770-0233

「宮前ふとん太鼓」の巡行や
地元住民による模擬店
秋の宮前まつり

伊丹市

開催日■11月3日（日）10：00～15：00 
会　場■西谷ふれあい夢プラザ
問宝塚市農政課 0797-77-2036

実りの秋を迎えた西谷地域の
農産物の即売などを開催
西谷収穫祭

宝塚市

開催日■10月26日（土）～11月3日（日）
9：00～17：30（10月28日（月）は
休、11月3日（日）は15：00まで）

会　場■伊丹市立中央公民館
問伊丹市立中央公民館 072-784-8000

市内外から募集した美術作品の
中から入賞・入選作品を展示
第54回伊丹市展

伊丹市

開催日■11月15日（金）～11月29日（金）
会　場■伊丹市役所1階正面玄関ロビー
問伊丹市教育委員会事務局
博物館文化財担当 072-784-8090

文化財保護団体等
紹介パネル展伊丹市

開催日■10月11日（金）①14：30～ ②18：00～
会　場■宝塚ソリオホール
入場料■前売1,600円（当日2,100円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

ワンドリンク付きで
気軽にジャズ
ライブ イン ソリオ！

宝塚市

開催日■10月12日（土）、26日（土）
会　場■宝塚ダリア園など
参加料■2,700円
問阪急交通社大阪団体支店 06-4795-5929

元タカラジェンヌによる
ダリアの歴史と
花の魅力

宝塚市

開催日■10月17日（木）①10：30～ ②14：00～
会　場■宝塚ソリオホール
入場料■前売900円（当日1,100円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

シネマ イン ソリオ
「体操しようよ」宝塚市

開催日■10月19日（土）①11：00～ ②14：00～
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■おとな（高校生以上）：前売1,000円

（当日1,200円）、こども（3歳～中学
生）前売500円（当日700円）

問宝塚市文化財団 0797-85-8844

0歳からのクラシック
コンサート
～声と響きとハーモニー～

宝塚市

開催日■10月24日（木）～27日（日）
会　場■宝塚市立中央図書館 桜ガ丘資料室
問宝塚市立中央図書館 市史資料室 
0797-85-0648

旧松本邸2019
秋の一般公開宝塚市

開催日■10月26日（土）10：30～15：00
会　場■宝塚文化創造館、花のみち・さくら橋公園
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

かかしと一緒に写真撮影
宝塚あきぞらげきじょう宝塚市

開催日■10月31日（木）13：30
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■前売500円（当日800円）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

第345回市民のためのオルガンコンサート
～オルガンとトランペットの“饗宴”～宝塚市

開催日■11月1日（金）～
10日（日）

　　　　※宝塚文化創造館
は5日（火）まで

会　場■宝塚文化創造館、ソ
リ オ 1 の 3 階 テ ラ
ス、カフェKaRuTa、
宝塚南口駅前公園、
K－LEWiS、友金ア
パート、ナチュール
スパ宝塚屋外

問宝塚アートプロジェクト
080-1437-3811

宝塚にゆかりのある現代美術
作家による展覧会など
宝塚現代美術てん・てん2019

宝塚市

開催日■11月2日（土）～8日（金）
会　場■宝塚シネ・ピピア　ほか
入場料■前売1,000円、当日1,200円ほか
問宝塚映画祭事務局 090-7767-2254

宝塚映画や手塚アニメを上映
第20回宝塚映画祭宝塚市

開催日■11月2日（土）、3日（日）13：00～ 
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■500円（両日共通券）
問宝塚ベガ・ホール 0797-84-6192

第53回宝塚市民合唱祭宝塚市

開催日■11月7日（木）19：00～
会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■一般：前売4,000円（当日4,500円）、
　　　　学生：前売2,000円（当日2,500円）
問宝塚市文化財団 0797-85-8844

日本・オーストリア友好150周年記念
「ヨーゼフ・ラスカ　音の架け橋」宝塚市

開催日■11月14日（木）
14：00～

会　場■宝塚ベガ・ホール
入場料■前売500円
　　　　（当日700円）
問宝塚市文化財団 
0797-85-8844

“ワンコイン・ワンアワー”の音楽会
第9回よりみち音楽会宝塚市

開催日■11月10日（日）
会　場■キセラ川西 せせらぎ公園
問川西市商工会 072-759-8222

ステージパフォーマンスや
飲食店、地元野菜の即売会など
第13回川西まつり

川西市

開催日■10月12日（土）
会　場■JR、神鉄三田駅を中心としたエリア
問三田市商工会 079-563-4455

地産地消をメインとした飲食店
など多彩なお店が出店
第9回三田バル

三田市

開催日■11月9日（土）10：00～15：00
会　場■三田市総合文化センター郷の音ホール

駐車場　他
問JA兵庫六甲三田営農総合センター 
079-563-4192

地元自慢の農畜産物が大集合！
第45回さんだ農業まつり三田市

開催日■10月13日（日）
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問伊丹市立図書館 交流事業担当 072-784-8170

子どもたちが特技を披露する
「スーパーキッズショー」など

秋の宮前まつりinことば蔵
伊丹市

開催日■10月12日（土）、10月13日（日）
会　場■伊丹市人権啓発センター
参加料■無料（屋台は有料）
問NPO法人伊丹人権啓発協会（「おるか」の会） 
072-779-6141

人権について学び、人権意識を高める
第15回人権フェスティバル伊丹市

開催日■11月23日（土・祝）10：30～15：00
会　場■伊丹市立図書館 ことば蔵
問伊丹市立消費生活センター 072-772-0261

大人も子どもも消費生活など
を楽しく学べる
いたみ消費者のつどい

伊丹市

開催日■10月19日（土）
会　場■末広中央公園
問同実行委員会事務局（エフエム宝塚内）
 0797-76-5432

宝塚音楽回廊2019
～Peace&Acoustic～宝塚市

開催日■9月12日（木）～11月3日（日）
会　場■阪急宝塚駅周辺
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

宝塚アニメフェスタ2019×
ハロウィン プレイベント

「リアル謎解きゲーム～湯けむり
に消えたサファイア～」

宝塚市

開催日■10月27日（日）
会　場■宝塚ダリア園周辺
参加料■ダリア園入場は有料
問宝塚商工会議所西谷支部 0797-83-5100

にしたに秋花火宝塚市

開催日■11月9日（土）、10日（日）
　　　　9：30～15：00（予定）
会　場■昆陽池公園 多目的広場
問伊丹市農業政策課 072-784-8050

地元新鮮野菜の
販売や園芸市など
伊丹市農業祭

伊丹市

開催日■11月23日（土）、24日（日）9：30～17：00
会　場■スマイル阪神
問スマイル阪神 072-783-6977

スマイル阪神
オープニング
11周年イベント

伊丹市

会場・開催日
■①宝塚北サービスエリア

10月5日（土）～6日（日）、10月12日
（土）～14日（月・祝）9：00～17：00

②大阪国際空港INFORMATIONひょうご・関西
11月9日（土）～10日（日）10：00～18：00

問兵庫県阪神北地域ツーリズム振興協議会 0797-83-3156

ひょうご北摂
魅力いっぱいフェア

伊丹市
・

宝塚市

開催日■10月27日（日）10：00～15：00
会　場■県立西猪名公園
参加料■クラフト作り、ミズノスポーツ塾は有料
問西猪名公園管理事務所 072-759-0785

クラフト作り、大道芸、自転車
ライディングスクールなど
西猪名公園まつり

川西市

開催日■11月9日（土）
会　場■キセラ川西せせらぎ公園
問街はカーニバル！！プロジェクト

（アート・デザイン内） 072-740-2241

手作りキャンドルシェードの
展示やコンサートなど
かわにし音灯り

川西市

開催日■11月9日（土）10：00～15：00
会　場■川西市郷土館
問川西市郷土館 072-794-3354

音楽ステージ、飲食ブース、
地元野菜の直売会など
川西市郷土館まつり

川西市

開催日■10月13日（日）
会　場■県立有馬富士公園内
対　象■赤ちゃんのいる家族
定　員■10組
参加料■1組300円
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

ベビーカーで紅葉の森を
散歩しましょう三田市

開催日■10月19日（土）～20日（日）10：00～16：00
会　場■県立有馬富士公園 「出合いの広場」ほか
参加料■入場無料、各催しには参加料が必要な

ものもあります。
問ありまふじフェスティバル実行委員会

（有馬富士公園管理事務所内） 079-562-3040

音楽ステージ、
クラフト体験などを開催
ありまふじフェスティバル'19秋

三田市

開催日■10月19日（土）
会　場■能勢電鉄沿線
定　員■未定
参加料■※昨年度実績
　　　　大人：1,000円、小学生以下： 500円
問能勢電鉄株式会社 072-792-7716

のせでんkids★
ハロウィントレイン猪名川町

開催日■11月22日（金）14：00～16：00
会　場■猪名川町文化体育館 小ホール
問猪名川町企画財政課 072-766-8711

第4回猪名川町の未来を
描く高校生フォーラム猪名川町

三田市

開催日■11月3日（日・祝日）
会　場■三田市まちづくり協働

センターなど
参加料■3,000円（ペア・グループ

割引あり）
問三田市まちのブランド観光課 
079-559-5217

第3回三田ビール検定
日本人で初めてビール醸造に
取り組んだとされる川本幸民
の業績と進取の精神にちな
んで三田ビール検定を実施。

開催日■10月26日（土）～
　　　　11月24日（日）
会　場■川西能勢口駅～妙見口駅
問のせでんアートライン2019
事務局 050-3576-5591

のせでんアートライン2019
のせでん沿線を舞台とした
芸術祭。国内外の8組のアー
ティストによる作品展示やパ
フォーマンスを行う。

川西市・
猪名川町・
豊能町・
能勢町

宝塚市

開催日■10月26日（土）、10月27日（日）
会　場■阪急宝塚駅周辺
参加料■一部参加料が必要なプログラム有
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

ウォータープロジェクションマッピング
やコスプレパレード、ワークショップ、
ハンバーガーイベントなどを開催！

コスプレパレードなどを開催
宝塚アニメフェスタ2019×ハロウィン メインイベント

交 流 イ ベ ン ト

食と特産品イベント、農業まつり

歴史、芸術文化イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで
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開催日■10月5日（土）10：30～11：30
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

1910年頃の蓄音機で貴重な
レコードを聴く
蓄音機コンサート

川西市

開催日■10月6日（日）13：30～15：00
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

藤田伊津子さんによる朗読
朗読の会川西市

開催日■10月1日（火）～12月8日（日）
　　　　10：00～16：00（休館日を除く）
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：300円、大高生：200円、中小生：150円
問川西市郷土館 072-794-3354

伝統芸能「能」に使用される面を展示
水越保治能面展川西市

開催日■11月23日（土・祝）10：30～12：00
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

伝統芸能「能」と「能面」で
遊ぼう川西市

開催日■11月30日（土）10：00～16：00
会　場■川西市文化財資料館ほか
問川西市教育委員会 072-740-1244

加茂遺跡　弥生のムラ　
スタンプラリー川西市

開催日■10月6日（日）15：00～
会　場■三田市総合文化センター郷の音ホール 大ホール
入場料■一般：3,000円、友の会：2,700円、中学生

以下：1,000円　※未就学児入場不可
問郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101

日本センチュリー交響楽団
みんなで楽しむコンサート三田市

開催日■10月6日（日）、10月27日（日）、
　　　　11月3日（日・祝）、11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実やドングリで工作
つよしくんのこうさくしつ三田市

開催日■10月12日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

けん玉や、独楽回しなどを体験
むかしあそび三田市

開催日■10月14日（月・祝）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

絵馬やストラップづくり
蛙の絵馬とお守り根付三田市

開催日■10月19日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■100名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実でペンダントづくり
秋フェス

「やまのペンダント屋さん」
三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■150名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

素焼きの虫に色塗り
秋フェス

「むしむしぬりえ屋さん」
三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋フェス
「楽しい紙芝居」三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
定　員■100名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋フェス
「貯金箱を作ろう」三田市

開催日■10月26日（土）
会　場■三田市有馬富士
　　　　自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生

以下は保護者同
伴）

問有馬富士自然学習センター 
079-569-7727

風にゆらゆら
カラフルモビール三田市

開催日■10月27日（日）、11月17日（日）
　　　　10：00～16：00
会　場■旧九鬼家住宅資料館
問三田ふるさと学習館 079-563-5587

旧九鬼家住宅2階特別公開三田市

開催日■11月4日（月・振休）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■400円
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実や枝を使って額縁づくり
ミニ額縁を作ろう三田市

開催日■11月9日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

つみきであそぼう三田市

開催日■11月10日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

折り紙「万華鏡Ⅱ」三田市

開催日■11月10日（日）16：00～
会　場■三田市総合文化センター　                                                                                                                                                                                                                             

郷の音ホール 大ホール
入場料■一般：4,000円、友の会：3,600

円、中学生以下：2,500円
　　　　※未就学児入場不可
問郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101

清塚信也ピアノリサイタル
スペシャルゲストNAOTO三田市

開催日■11月16日（土）～17日（日）
10：00～16：00

会　場■三田市ガラス工芸館
問三田市ガラス工芸館 079-564-5111

もっとガラス体験を
身近に感じるイベント
秋のアートフェスティバル
2019

三田市

開催日■11月16日（土）～24日（日）10：00～16：00
会　場■三田市ガラス工芸館
問三田市ガラス工芸館 079-564-5111

第27回受講生作品展三田市

開催日■11月16日（土）、11月30日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■500円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

クリスマスの飾りを
作ろう三田市

開催日■11月17日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

落ち葉の
カラフルアート三田市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

キッピーフレンズ
まつり三田市

開催日
■11月23日（土・祝）
　展示：
　10：00～16：00
　セミナー：
　14：00～15：30
会　場
■三田市総合文化

センター 郷の音
ホール 展示室

問三田市総合文化センター 郷の音ホール
079-559-8100

展示＆セミナー
「屏風の下張り文書からのぞく

三田藩九鬼家のすがた」
三田市

開催日■11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

落ち葉でアート三田市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■猪名川町南部
参加料■調整中
問猪名川町観光協会事務局

（産業観光課） 072-766-8709

いながわ名所八景
バスツアー猪名川町

開催日■10月1日（火）～11月4日（月・振休）
　　　　9：00～16：00（入園は15：30まで）
会　場■宝塚ダリア園
入場料■大人：200円、子ども：100円（小学生以

下無料）、花摘み：1本50円～
問佐曽利園芸組合 070-2294-7036

約10万本のダリアが咲き誇る
宝塚ダリア園宝塚市

開催日■10月5日（土）
会　場■伊丹市立中央公民館
問伊丹市生活環境課 072-781-5371

リサイクル製品の展示・販売
やリサイクル教室などを開催
いたみ環境&リサイクル・
フェア2019

伊丹市

開催日■10月19日（土）～20日（日）
　　　　9：00～16：00（入園は15：30まで） 
会　場■宝塚ダリア園
入場料■大人：200円、子ども：100円（小学生以

下無料）、花摘み：1本50円～
問佐曽利園芸組合 070-2294-7036

宝塚ダリア園でミニフラワーアレンジメント体験など
ダリア花まつり宝塚市

開催日■10月19日（土）13：00～15：00
会　場■伊丹市立図書館ことば蔵
問伊丹市環境保全課 072-784-8054

「おふろ」をテーマに暮らしの工夫を紹介
いたみでCOOL CHOICE～おふろ
に入って暖かく過ごそう～

伊丹市

開催日■10月11日（金）～14日（月・祝）
　　　　10：00～17：00 （14日のみ16：00まで）
会　場■あいあいパーク、山本新池公園
問宝塚市農政課（会期中は、あいあいパーク） 
0797-77-2036（0797-82-3570）

約2万点の草花や庭園樹を展示、販売
第135回宝塚植木まつり宝塚市

北摂里山の持続的保全や新たな利活用を推進するためのフォーラム
北摂里山フォーラム宝塚市

開催日
■10月11日（金）～14日

（月・祝）10：00～17：00 
（14日のみ16：00まで）

会　場
■あいあいパーク、山本

新池公園
問宝塚市農政課（会期中
は、あいあいパーク） 
0797-77-2036

（0797-82-3570）

県内で加工生産された花き・
植木等約300点を展示
第60回 兵庫県・宝塚観賞植物品評会

宝塚市

開催日■10月5日（土）10：00～15：00（予定）
会　場■武田尾駅周辺
定　員■40名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 0797-83-3114

武田尾廃線敷の
植物・生きもの観察
第5回こども北摂里山探検隊

宝塚市

開催日■11月16日（土）10：00～15：00（予定）
会　場■松尾湿原
定　員■40名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 0797-83-3114

湿原保全体験と里山遊び
第6回こども北摂里山探検隊宝塚市

川西市

開催日■11月17（日）
会　場■一庫ダム知明湖周辺
参加料■1,000円～3,500円
問同大会事務局 072-740-1245

家族や仲間とのふれあいをとおして、誰もが年齢
や体力に応じて楽しく行える市民マラソン

年齢や体力に応じて楽しめる市民マラソン
第38回川西一庫ダム周遊マラソン大会

開催日■11月2日（土）
　　　　13：00～16：30（予定）
会　場■宝塚ホテル「すみれの間」
定　員■100名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 
0797-83-3114

北摂里山の持続的な保全や新たな
利活用の推進のため、有識者や全国
の活動団体を招聘するフォーラムを
開催する。

開催日■7月27日（土）～11月24日（日）
会　場■宝塚市立小浜宿資料館特別展示室
問宝塚市立中央図書館 市史資料室
 0797-85-0648

宝塚市立小浜宿資料館　
第2期企画展

「小浜町（村）に残る歴史資料」
宝塚市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■小林聖心女子学院
入場料■500円
問宝塚市教育委員会社会教育課 0797-77-2029

令和元年度「ようこそ小林
の丘へ～小林聖心女子学
院文化財施設見学会」

宝塚市

開催日■9月14日（土）～10月14日（月・祝）
　　　　10：00～16：00（休館日を除く）
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：300円、大高生：200円、中小生：150円
問川西市郷土館 072-794-3354

秋の特別企画展　
わたべみちこ創作人形展

「懐かしの昭和の風景」
川西市

里山・環境、くらしイベント

いけばな、園芸イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで
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開催日■10月5日（土）10：30～11：30
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

1910年頃の蓄音機で貴重な
レコードを聴く
蓄音機コンサート

川西市

開催日■10月6日（日）13：30～15：00
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

藤田伊津子さんによる朗読
朗読の会川西市

開催日■10月1日（火）～12月8日（日）
　　　　10：00～16：00（休館日を除く）
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：300円、大高生：200円、中小生：150円
問川西市郷土館 072-794-3354

伝統芸能「能」に使用される面を展示
水越保治能面展川西市

開催日■11月23日（土・祝）10：30～12：00
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

伝統芸能「能」と「能面」で
遊ぼう川西市

開催日■11月30日（土）10：00～16：00
会　場■川西市文化財資料館ほか
問川西市教育委員会 072-740-1244

加茂遺跡　弥生のムラ　
スタンプラリー川西市

開催日■10月6日（日）15：00～
会　場■三田市総合文化センター郷の音ホール 大ホール
入場料■一般：3,000円、友の会：2,700円、中学生

以下：1,000円　※未就学児入場不可
問郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101

日本センチュリー交響楽団
みんなで楽しむコンサート三田市

開催日■10月6日（日）、10月27日（日）、
　　　　11月3日（日・祝）、11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実やドングリで工作
つよしくんのこうさくしつ三田市

開催日■10月12日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

けん玉や、独楽回しなどを体験
むかしあそび三田市

開催日■10月14日（月・祝）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

絵馬やストラップづくり
蛙の絵馬とお守り根付三田市

開催日■10月19日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■100名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実でペンダントづくり
秋フェス

「やまのペンダント屋さん」
三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■150名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

素焼きの虫に色塗り
秋フェス

「むしむしぬりえ屋さん」
三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋フェス
「楽しい紙芝居」三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
定　員■100名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋フェス
「貯金箱を作ろう」三田市

開催日■10月26日（土）
会　場■三田市有馬富士
　　　　自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生

以下は保護者同
伴）

問有馬富士自然学習センター 
079-569-7727

風にゆらゆら
カラフルモビール三田市

開催日■10月27日（日）、11月17日（日）
　　　　10：00～16：00
会　場■旧九鬼家住宅資料館
問三田ふるさと学習館 079-563-5587

旧九鬼家住宅2階特別公開三田市

開催日■11月4日（月・振休）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■400円
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実や枝を使って額縁づくり
ミニ額縁を作ろう三田市

開催日■11月9日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

つみきであそぼう三田市

開催日■11月10日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

折り紙「万華鏡Ⅱ」三田市

開催日■11月10日（日）16：00～
会　場■三田市総合文化センター　                                                                                                                                                                                                                             

郷の音ホール 大ホール
入場料■一般：4,000円、友の会：3,600

円、中学生以下：2,500円
　　　　※未就学児入場不可
問郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101

清塚信也ピアノリサイタル
スペシャルゲストNAOTO三田市

開催日■11月16日（土）～17日（日）
10：00～16：00

会　場■三田市ガラス工芸館
問三田市ガラス工芸館 079-564-5111

もっとガラス体験を
身近に感じるイベント
秋のアートフェスティバル
2019

三田市

開催日■11月16日（土）～24日（日）10：00～16：00
会　場■三田市ガラス工芸館
問三田市ガラス工芸館 079-564-5111

第27回受講生作品展三田市

開催日■11月16日（土）、11月30日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■500円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

クリスマスの飾りを
作ろう三田市

開催日■11月17日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

落ち葉の
カラフルアート三田市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

キッピーフレンズ
まつり三田市

開催日
■11月23日（土・祝）
　展示：
　10：00～16：00
　セミナー：
　14：00～15：30
会　場
■三田市総合文化

センター 郷の音
ホール 展示室

問三田市総合文化センター 郷の音ホール
079-559-8100

展示＆セミナー
「屏風の下張り文書からのぞく

三田藩九鬼家のすがた」
三田市

開催日■11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

落ち葉でアート三田市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■猪名川町南部
参加料■調整中
問猪名川町観光協会事務局

（産業観光課） 072-766-8709

いながわ名所八景
バスツアー猪名川町

開催日■10月1日（火）～11月4日（月・振休）
　　　　9：00～16：00（入園は15：30まで）
会　場■宝塚ダリア園
入場料■大人：200円、子ども：100円（小学生以

下無料）、花摘み：1本50円～
問佐曽利園芸組合 070-2294-7036

約10万本のダリアが咲き誇る
宝塚ダリア園宝塚市

開催日■10月5日（土）
会　場■伊丹市立中央公民館
問伊丹市生活環境課 072-781-5371

リサイクル製品の展示・販売
やリサイクル教室などを開催
いたみ環境&リサイクル・
フェア2019

伊丹市

開催日■10月19日（土）～20日（日）
　　　　9：00～16：00（入園は15：30まで） 
会　場■宝塚ダリア園
入場料■大人：200円、子ども：100円（小学生以

下無料）、花摘み：1本50円～
問佐曽利園芸組合 070-2294-7036

宝塚ダリア園でミニフラワーアレンジメント体験など
ダリア花まつり宝塚市

開催日■10月19日（土）13：00～15：00
会　場■伊丹市立図書館ことば蔵
問伊丹市環境保全課 072-784-8054

「おふろ」をテーマに暮らしの工夫を紹介
いたみでCOOL CHOICE～おふろ
に入って暖かく過ごそう～

伊丹市

開催日■10月11日（金）～14日（月・祝）
　　　　10：00～17：00 （14日のみ16：00まで）
会　場■あいあいパーク、山本新池公園
問宝塚市農政課（会期中は、あいあいパーク） 
0797-77-2036（0797-82-3570）

約2万点の草花や庭園樹を展示、販売
第135回宝塚植木まつり宝塚市

北摂里山の持続的保全や新たな利活用を推進するためのフォーラム
北摂里山フォーラム宝塚市

開催日
■10月11日（金）～14日

（月・祝）10：00～17：00 
（14日のみ16：00まで）

会　場
■あいあいパーク、山本

新池公園
問宝塚市農政課（会期中
は、あいあいパーク） 
0797-77-2036

（0797-82-3570）

県内で加工生産された花き・
植木等約300点を展示
第60回 兵庫県・宝塚観賞植物品評会

宝塚市

開催日■10月5日（土）10：00～15：00（予定）
会　場■武田尾駅周辺
定　員■40名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 0797-83-3114

武田尾廃線敷の
植物・生きもの観察
第5回こども北摂里山探検隊

宝塚市

開催日■11月16日（土）10：00～15：00（予定）
会　場■松尾湿原
定　員■40名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 0797-83-3114

湿原保全体験と里山遊び
第6回こども北摂里山探検隊宝塚市

川西市

開催日■11月17（日）
会　場■一庫ダム知明湖周辺
参加料■1,000円～3,500円
問同大会事務局 072-740-1245

家族や仲間とのふれあいをとおして、誰もが年齢
や体力に応じて楽しく行える市民マラソン

年齢や体力に応じて楽しめる市民マラソン
第38回川西一庫ダム周遊マラソン大会

開催日■11月2日（土）
　　　　13：00～16：30（予定）
会　場■宝塚ホテル「すみれの間」
定　員■100名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 
0797-83-3114

北摂里山の持続的な保全や新たな
利活用の推進のため、有識者や全国
の活動団体を招聘するフォーラムを
開催する。

開催日■7月27日（土）～11月24日（日）
会　場■宝塚市立小浜宿資料館特別展示室
問宝塚市立中央図書館 市史資料室
 0797-85-0648

宝塚市立小浜宿資料館　
第2期企画展

「小浜町（村）に残る歴史資料」
宝塚市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■小林聖心女子学院
入場料■500円
問宝塚市教育委員会社会教育課 0797-77-2029

令和元年度「ようこそ小林
の丘へ～小林聖心女子学
院文化財施設見学会」

宝塚市

開催日■9月14日（土）～10月14日（月・祝）
　　　　10：00～16：00（休館日を除く）
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：300円、大高生：200円、中小生：150円
問川西市郷土館 072-794-3354

秋の特別企画展　
わたべみちこ創作人形展

「懐かしの昭和の風景」
川西市

里山・環境、くらしイベント

いけばな、園芸イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで3 4

開催日■10月5日（土）10：30～11：30
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

1910年頃の蓄音機で貴重な
レコードを聴く
蓄音機コンサート

川西市

開催日■10月6日（日）13：30～15：00
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

藤田伊津子さんによる朗読
朗読の会川西市

開催日■10月1日（火）～12月8日（日）
　　　　10：00～16：00（休館日を除く）
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：300円、大高生：200円、中小生：150円
問川西市郷土館 072-794-3354

伝統芸能「能」に使用される面を展示
水越保治能面展川西市

開催日■11月23日（土・祝）10：30～12：00
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：200円、大高生：150円、中小生：100円
問川西市郷土館 072-794-3354

伝統芸能「能」と「能面」で
遊ぼう川西市

開催日■11月30日（土）10：00～16：00
会　場■川西市文化財資料館ほか
問川西市教育委員会 072-740-1244

加茂遺跡　弥生のムラ　
スタンプラリー川西市

開催日■10月6日（日）15：00～
会　場■三田市総合文化センター郷の音ホール 大ホール
入場料■一般：3,000円、友の会：2,700円、中学生

以下：1,000円　※未就学児入場不可
問郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101

日本センチュリー交響楽団
みんなで楽しむコンサート三田市

開催日■10月6日（日）、10月27日（日）、
　　　　11月3日（日・祝）、11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実やドングリで工作
つよしくんのこうさくしつ三田市

開催日■10月12日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

けん玉や、独楽回しなどを体験
むかしあそび三田市

開催日■10月14日（月・祝）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

絵馬やストラップづくり
蛙の絵馬とお守り根付三田市

開催日■10月19日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■100名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実でペンダントづくり
秋フェス

「やまのペンダント屋さん」
三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■150名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

素焼きの虫に色塗り
秋フェス

「むしむしぬりえ屋さん」
三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋フェス
「楽しい紙芝居」三田市

開催日■10月20日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
定　員■100名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋フェス
「貯金箱を作ろう」三田市

開催日■10月26日（土）
会　場■三田市有馬富士
　　　　自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生

以下は保護者同
伴）

問有馬富士自然学習センター 
079-569-7727

風にゆらゆら
カラフルモビール三田市

開催日■10月27日（日）、11月17日（日）
　　　　10：00～16：00
会　場■旧九鬼家住宅資料館
問三田ふるさと学習館 079-563-5587

旧九鬼家住宅2階特別公開三田市

開催日■11月4日（月・振休）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■400円
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

木の実や枝を使って額縁づくり
ミニ額縁を作ろう三田市

開催日■11月9日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

つみきであそぼう三田市

開催日■11月10日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

折り紙「万華鏡Ⅱ」三田市

開催日■11月10日（日）16：00～
会　場■三田市総合文化センター　                                                                                                                                                                                                                             

郷の音ホール 大ホール
入場料■一般：4,000円、友の会：3,600

円、中学生以下：2,500円
　　　　※未就学児入場不可
問郷の音ホールチケットセンター 079-559-8101

清塚信也ピアノリサイタル
スペシャルゲストNAOTO三田市

開催日■11月16日（土）～17日（日）
10：00～16：00

会　場■三田市ガラス工芸館
問三田市ガラス工芸館 079-564-5111

もっとガラス体験を
身近に感じるイベント
秋のアートフェスティバル
2019

三田市

開催日■11月16日（土）～24日（日）10：00～16：00
会　場■三田市ガラス工芸館
問三田市ガラス工芸館 079-564-5111

第27回受講生作品展三田市

開催日■11月16日（土）、11月30日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■500円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

クリスマスの飾りを
作ろう三田市

開催日■11月17日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■200円
定　員■25名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

落ち葉の
カラフルアート三田市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
※小学3年生以下は保護者同伴
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

キッピーフレンズ
まつり三田市

開催日
■11月23日（土・祝）
　展示：
　10：00～16：00
　セミナー：
　14：00～15：30
会　場
■三田市総合文化

センター 郷の音
ホール 展示室

問三田市総合文化センター 郷の音ホール
079-559-8100

展示＆セミナー
「屏風の下張り文書からのぞく

三田藩九鬼家のすがた」
三田市

開催日■11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

落ち葉でアート三田市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■猪名川町南部
参加料■調整中
問猪名川町観光協会事務局

（産業観光課） 072-766-8709

いながわ名所八景
バスツアー猪名川町

開催日■10月1日（火）～11月4日（月・振休）
　　　　9：00～16：00（入園は15：30まで）
会　場■宝塚ダリア園
入場料■大人：200円、子ども：100円（小学生以

下無料）、花摘み：1本50円～
問佐曽利園芸組合 070-2294-7036

約10万本のダリアが咲き誇る
宝塚ダリア園宝塚市

開催日■10月5日（土）
会　場■伊丹市立中央公民館
問伊丹市生活環境課 072-781-5371

リサイクル製品の展示・販売
やリサイクル教室などを開催
いたみ環境&リサイクル・
フェア2019

伊丹市

開催日■10月19日（土）～20日（日）
　　　　9：00～16：00（入園は15：30まで） 
会　場■宝塚ダリア園
入場料■大人：200円、子ども：100円（小学生以

下無料）、花摘み：1本50円～
問佐曽利園芸組合 070-2294-7036

宝塚ダリア園でミニフラワーアレンジメント体験など
ダリア花まつり宝塚市

開催日■10月19日（土）13：00～15：00
会　場■伊丹市立図書館ことば蔵
問伊丹市環境保全課 072-784-8054

「おふろ」をテーマに暮らしの工夫を紹介
いたみでCOOL CHOICE～おふろ
に入って暖かく過ごそう～

伊丹市

開催日■10月11日（金）～14日（月・祝）
　　　　10：00～17：00 （14日のみ16：00まで）
会　場■あいあいパーク、山本新池公園
問宝塚市農政課（会期中は、あいあいパーク） 
0797-77-2036（0797-82-3570）

約2万点の草花や庭園樹を展示、販売
第135回宝塚植木まつり宝塚市

北摂里山の持続的保全や新たな利活用を推進するためのフォーラム
北摂里山フォーラム宝塚市

開催日
■10月11日（金）～14日

（月・祝）10：00～17：00 
（14日のみ16：00まで）

会　場
■あいあいパーク、山本

新池公園
問宝塚市農政課（会期中
は、あいあいパーク） 
0797-77-2036

（0797-82-3570）

県内で加工生産された花き・
植木等約300点を展示
第60回 兵庫県・宝塚観賞植物品評会

宝塚市

開催日■10月5日（土）10：00～15：00（予定）
会　場■武田尾駅周辺
定　員■40名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 0797-83-3114

武田尾廃線敷の
植物・生きもの観察
第5回こども北摂里山探検隊

宝塚市

開催日■11月16日（土）10：00～15：00（予定）
会　場■松尾湿原
定　員■40名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 0797-83-3114

湿原保全体験と里山遊び
第6回こども北摂里山探検隊宝塚市

川西市

開催日■11月17（日）
会　場■一庫ダム知明湖周辺
参加料■1,000円～3,500円
問同大会事務局 072-740-1245

家族や仲間とのふれあいをとおして、誰もが年齢
や体力に応じて楽しく行える市民マラソン

年齢や体力に応じて楽しめる市民マラソン
第38回川西一庫ダム周遊マラソン大会

開催日■11月2日（土）
　　　　13：00～16：30（予定）
会　場■宝塚ホテル「すみれの間」
定　員■100名（申し込み先着）
問北摂里山博物館運営協議会 
0797-83-3114

北摂里山の持続的な保全や新たな
利活用の推進のため、有識者や全国
の活動団体を招聘するフォーラムを
開催する。

開催日■7月27日（土）～11月24日（日）
会　場■宝塚市立小浜宿資料館特別展示室
問宝塚市立中央図書館 市史資料室
 0797-85-0648

宝塚市立小浜宿資料館　
第2期企画展

「小浜町（村）に残る歴史資料」
宝塚市

開催日■11月23日（土・祝）
会　場■小林聖心女子学院
入場料■500円
問宝塚市教育委員会社会教育課 0797-77-2029

令和元年度「ようこそ小林
の丘へ～小林聖心女子学
院文化財施設見学会」

宝塚市

開催日■9月14日（土）～10月14日（月・祝）
　　　　10：00～16：00（休館日を除く）
会　場■川西市郷土館
入場料■一般：300円、大高生：200円、中小生：150円
問川西市郷土館 072-794-3354

秋の特別企画展　
わたべみちこ創作人形展

「懐かしの昭和の風景」
川西市

里山・環境、くらしイベント

いけばな、園芸イベント

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで
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開催日■11月10日（日）13：00～15：00
会　場■県立一庫公園
参加料■大人300円、小人100円
問県立一庫公園管理事務所 
072-794-4970

開催日■11月30日（土）18：00～20：00
会　場■県立一庫公園
参加料■大人500円、小人300円
問県立一庫公園管理事務所 
072-794-4970

開催日■11月16日（土）14：00～16：00
会　場■三田市野外活動センター
参加料■500円
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

公園内のビオトープで
生き物観察
水辺の観察会

川西市

開催日■10月20日（日）、11月17日（日）
会　場■県立人と自然の博物館
参加料■300円（要入館料）
定　員■15名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 　
079-559-2002

開催日■10月27日（日）
会　場■県立人と自然

の博物館
参加料■（要入館料）

問県立人と自然の博物館生涯学習課 
079-559-2002

開催日■10月27日（日）
会　場■県立人と自然の博物館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■20名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 　
079-559-2002

開催日■11月24日（日）
会　場■県立人と自然の博物館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■20名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 
079-559-2002

開催日■10月6日（日）
会　場■県立人と自然の博物

館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■50名
問県立人と自然の博物館生涯
学習課 079-559-2002

はかせと学ぼう！
「アンモナイト石けんを

つくろう！」
三田市

望遠鏡で星空観察
冬の星空　観望会川西市

標本のミカタ
「いろいろなキノコとコケを見てみよう」三田市

開催日■10月12日（土）17：00～18：00
会　場■三田市野外活動センター
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

開催日■10月12日（土）、11月16日（土）
　　　　18：30～21：00
会　場■三田市野外活動センター
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

手作りのドーム型プラネ
タリウムで星空を知る
プラネタリウムの
投影会

三田市

ひとはく探検隊
「キノコGETだぜ！」三田市

天体の説明と
月や星座などの観望
天体観望会

三田市

ひとはく探検隊
「ダンゴムシをさがそう」三田市

透明傘を使った
プラネタリウム
工作教室

三田市

ダンゴムシとなかまたち三田市

開催日■10月14日（月・祝）10：00～15：00
会　場■伊丹スポーツセンター、緑ケ丘体育館、

ローラースケート場 他
問伊丹市教育委員会事務局スポーツ振興課 072-784-8088

各種スポーツの体験やイベントを開催
体育の日のつどい・ニュー
スポーツフェスティバル 他

伊丹市

開催日■11月9日（土）11：00～16：00
会　場■イオンモール伊丹
問伊丹市健康政策課 072-784-8034

各種測定、健康相談、食育体験など
健康フェア伊丹市

開催日■11月17日（日）
10：30～13：30

会　場■伊丹市立図書館 
ことば蔵

問伊丹市歯科医師会 
072-783-0133

口の健康から全身の
健康づくりを考えるイベント
“いい歯の日”フェア

伊丹市

開催日■10月1日（火）～31日（木）
会　場■宝塚市内全域の参加店舗
問宝塚商工会議所 0797-83-2211

対象商品を購入して、
ステキな商品を当てよう！
ワンコインdeスタンプラリー2019

宝塚市

開催日■11月16日（土）予定
会　場■北中山公園シンボル広場
問宝塚市公園河川課 0797-77-2021

ハイキングコースをゴミ拾い
しながらハイキング
宝塚自然休養林クリーンハイキング

宝塚市

開催日■10月3日（木）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

能勢妙見山で開運隆昌を願う
のせでん第1木曜ハイキング

川西市・
豊能町・
能勢町

開催日■10月22日（火）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

日本一の里山をのんびり満喫
のせでん里山ハイキング

開催日■10月30日（水）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

秋のシルエットを身に纏う
のせでん平日ハイキング

開催日■11月16日（土）
会　場■川西市黒川地区
問阪神北ビジョン委員会NSC倶楽部 072-784-2504

日本一の里山・黒川を
散策する　第5回エコツアー川西市

開催日■10月4日（金）
会　場■県立有馬富士公園パークセンター
問阪神北ビジョン委員会NSC倶楽部 072-784-2504

有馬富士山麓で本格的な里山
保全活動を学び、現場を見学
する　第4回エコツアー

三田市

開催日■11月4日（月・振休）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■100円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

開催日■11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■大人300円、子ども200円
定　員■30名（小学生は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

開催日■11月17日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■大人200円、子ども100円
定　員■30名（小学生は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

有馬富士公園ウォーキングコース
「紅葉の森5㎞をのんびり歩こう」三田市

紅葉の
有馬富士登山三田市

JRふれあいハイキング
「有馬富士公園で紅葉の森ウォーク」三田市

開催日■11月15日（金）
会　場■大島地域周辺
参加料■調整中
問猪名川町地域振興部産業観光課 072-766-8709

開催日■11月27日（水）
会　場■能勢電鉄日生中央駅前集合
参加料■事前予約制 募集開始は10/1から
　　　　先着300名
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

観光ボランティアガイドの会
企画ツアー「大島さと歩き」猪名川町

開催日■11月7日（木）
会　場■能勢電鉄日生中央駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

猪名川町に残る木喰のほほえみ探訪
のせでん第1木曜ハイキング猪名川町

開催日■11月27日（水）
会　場■能勢電日生中央駅前集合
問●●●●●●●●●●

猪名川町最高峰からの展望を満喫
のせでん平日ハイキング猪名川町

開催日■10月5日（土）～11月24日（日）
　　　　（月曜日、月末は休）
会　場■伊丹市立博物館
問伊丹市立博物館 072-783-0582

絵はがきや鳥瞰図を中心に展示
秋季企画展「収蔵品展第2期
～絵はがきや鳥瞰図に見る
旅の魅力～」

伊丹市

親子で楽しむプラネタリウム
プラネタリウム ちびっこ投影

「秋のさんぽ」
伊丹市

開催日■10、11月の毎週土曜日16：15～（約50分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、

小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■10月毎週日曜日と祝日10：00～（約40分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 
　　　　プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■11月毎週日曜日と祝日10：00～（約40分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 
　　　　プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■10月13日（日）、11月10日（日）14：25～（約25分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

500万個の星と音楽に包まれる
癒しのプラネタリウム
プラネタリウム
トワイライト投影「銀河」

伊丹市

開催日■10月12日（土）15：00～（14：30開場）
会　場■ソリオホール
定　員■300名
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

宝塚アニメフェスタ
2019×ハロウィン プレイベント

「イラストレーター・中村佑介
トークショー」

宝塚市

親子で楽しむプラネタリウム
プラネタリウム ちびっこ投影

「月夜のハロウィンパーティー」
伊丹市

開催日■11月8日（金）13：30～15：40
会　場■ソリオホール
問宝塚市防犯交通安全課 0797-77-2020

暴力団追放・少年非行防止
市民大会宝塚市

親子でちょこっと科学に触れる
実験ショー
ちょこっとサイエンス

伊丹市

開催日■9月11日（水）～11月10日（日）
　　　　（休館日を除く）9：30～17：00
会　場■川西市文化財資料館
問川西市文化財資料館 072-757-8624

川西市文化財資料館テーマ展示
「弥生高地性集落

“鼓ヶ滝遺跡”を探る」
川西市

川西市
・

豊能町

川西市・
豊能町・
箕面市

開催日■10月17日（木）15：00～（予定）
会　場■アステホール
定　員■150名
問NPO法人兵庫空き家相談センター 0797-81-3236

空き家の予防対策セミナー川西市

開催日■11月13日（水）
会　場■満願寺～多田神社
問川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161

清和源氏ゆかりの地をめぐるハイキング
阪急宝塚沿線 観光あるき
～清和源氏コース～

川西市

開催日■10月16日（水）
会　場■能勢電鉄妙見口駅～妙見の森ケーブル黒川駅
問川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161

黒川の里山の風景を訪れるハイキング
阪急宝塚沿線 観光あるき
～黒川里山コース～

川西市

開催日■10月19日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■4才以上1名に付き200円
定　員■60名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

ドングリを試食しよう
秋フェス「どんぐりクッキーを作ろう」三田市

開催日■10月26日（土）、11月2日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

朝の公園で虫とりしよう！
あさムシ！三田市

開催日■10月27日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

手作りおもちゃを鳴らしてみよう
おもしろ実験「アラカルトⅢ」三田市

開催日■11月16日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■100円
定　員■30名（子どもは保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋の野鳥観察会三田市

開催日■10月5日（土）、27日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
参加料■100円　　定員■20名
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

葉っぱでお面作り三田市 博物館・科学館イベント、公演など

健康イベント、まちぶら、ハイキング

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで
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開催日■11月10日（日）13：00～15：00
会　場■県立一庫公園
参加料■大人300円、小人100円
問県立一庫公園管理事務所 
072-794-4970

開催日■11月30日（土）18：00～20：00
会　場■県立一庫公園
参加料■大人500円、小人300円
問県立一庫公園管理事務所 
072-794-4970

開催日■11月16日（土）14：00～16：00
会　場■三田市野外活動センター
参加料■500円
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

公園内のビオトープで
生き物観察
水辺の観察会

川西市

開催日■10月20日（日）、11月17日（日）
会　場■県立人と自然の博物館
参加料■300円（要入館料）
定　員■15名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 　
079-559-2002

開催日■10月27日（日）
会　場■県立人と自然

の博物館
参加料■（要入館料）

問県立人と自然の博物館生涯学習課 
079-559-2002

開催日■10月27日（日）
会　場■県立人と自然の博物館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■20名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 　
079-559-2002

開催日■11月24日（日）
会　場■県立人と自然の博物館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■20名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 
079-559-2002

開催日■10月6日（日）
会　場■県立人と自然の博物

館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■50名
問県立人と自然の博物館生涯
学習課 079-559-2002

はかせと学ぼう！
「アンモナイト石けんを

つくろう！」
三田市

望遠鏡で星空観察
冬の星空　観望会川西市

標本のミカタ
「いろいろなキノコとコケを見てみよう」三田市

開催日■10月12日（土）17：00～18：00
会　場■三田市野外活動センター
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

開催日■10月12日（土）、11月16日（土）
　　　　18：30～21：00
会　場■三田市野外活動センター
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

手作りのドーム型プラネ
タリウムで星空を知る
プラネタリウムの
投影会

三田市

ひとはく探検隊
「キノコGETだぜ！」三田市

天体の説明と
月や星座などの観望
天体観望会

三田市

ひとはく探検隊
「ダンゴムシをさがそう」三田市

透明傘を使った
プラネタリウム
工作教室

三田市

ダンゴムシとなかまたち三田市

開催日■10月14日（月・祝）10：00～15：00
会　場■伊丹スポーツセンター、緑ケ丘体育館、

ローラースケート場 他
問伊丹市教育委員会事務局スポーツ振興課 072-784-8088

各種スポーツの体験やイベントを開催
体育の日のつどい・ニュー
スポーツフェスティバル 他

伊丹市

開催日■11月9日（土）11：00～16：00
会　場■イオンモール伊丹
問伊丹市健康政策課 072-784-8034

各種測定、健康相談、食育体験など
健康フェア伊丹市

開催日■11月17日（日）
10：30～13：30

会　場■伊丹市立図書館 
ことば蔵

問伊丹市歯科医師会 
072-783-0133

口の健康から全身の
健康づくりを考えるイベント
“いい歯の日”フェア

伊丹市

開催日■10月1日（火）～31日（木）
会　場■宝塚市内全域の参加店舗
問宝塚商工会議所 0797-83-2211

対象商品を購入して、
ステキな商品を当てよう！
ワンコインdeスタンプラリー2019

宝塚市

開催日■11月16日（土）予定
会　場■北中山公園シンボル広場
問宝塚市公園河川課 0797-77-2021

ハイキングコースをゴミ拾い
しながらハイキング
宝塚自然休養林クリーンハイキング

宝塚市

開催日■10月3日（木）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

能勢妙見山で開運隆昌を願う
のせでん第1木曜ハイキング

川西市・
豊能町・
能勢町

開催日■10月22日（火）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

日本一の里山をのんびり満喫
のせでん里山ハイキング

開催日■10月30日（水）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

秋のシルエットを身に纏う
のせでん平日ハイキング

開催日■11月16日（土）
会　場■川西市黒川地区
問阪神北ビジョン委員会NSC倶楽部 072-784-2504

日本一の里山・黒川を
散策する　第5回エコツアー川西市

開催日■10月4日（金）
会　場■県立有馬富士公園パークセンター
問阪神北ビジョン委員会NSC倶楽部 072-784-2504

有馬富士山麓で本格的な里山
保全活動を学び、現場を見学
する　第4回エコツアー

三田市

開催日■11月4日（月・振休）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■100円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

開催日■11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■大人300円、子ども200円
定　員■30名（小学生は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

開催日■11月17日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■大人200円、子ども100円
定　員■30名（小学生は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

有馬富士公園ウォーキングコース
「紅葉の森5㎞をのんびり歩こう」三田市

紅葉の
有馬富士登山三田市

JRふれあいハイキング
「有馬富士公園で紅葉の森ウォーク」三田市

開催日■11月15日（金）
会　場■大島地域周辺
参加料■調整中
問猪名川町地域振興部産業観光課 072-766-8709

開催日■11月27日（水）
会　場■能勢電鉄日生中央駅前集合
参加料■事前予約制 募集開始は10/1から
　　　　先着300名
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

観光ボランティアガイドの会
企画ツアー「大島さと歩き」猪名川町

開催日■11月7日（木）
会　場■能勢電鉄日生中央駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

猪名川町に残る木喰のほほえみ探訪
のせでん第1木曜ハイキング猪名川町

開催日■11月27日（水）
会　場■能勢電日生中央駅前集合
問●●●●●●●●●●

猪名川町最高峰からの展望を満喫
のせでん平日ハイキング猪名川町

開催日■10月5日（土）～11月24日（日）
　　　　（月曜日、月末は休）
会　場■伊丹市立博物館
問伊丹市立博物館 072-783-0582

絵はがきや鳥瞰図を中心に展示
秋季企画展「収蔵品展第2期
～絵はがきや鳥瞰図に見る
旅の魅力～」

伊丹市

親子で楽しむプラネタリウム
プラネタリウム ちびっこ投影

「秋のさんぽ」
伊丹市

開催日■10、11月の毎週土曜日16：15～（約50分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、

小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■10月毎週日曜日と祝日10：00～（約40分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 
　　　　プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■11月毎週日曜日と祝日10：00～（約40分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 
　　　　プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■10月13日（日）、11月10日（日）14：25～（約25分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

500万個の星と音楽に包まれる
癒しのプラネタリウム
プラネタリウム
トワイライト投影「銀河」

伊丹市

開催日■10月12日（土）15：00～（14：30開場）
会　場■ソリオホール
定　員■300名
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

宝塚アニメフェスタ
2019×ハロウィン プレイベント

「イラストレーター・中村佑介
トークショー」

宝塚市

親子で楽しむプラネタリウム
プラネタリウム ちびっこ投影

「月夜のハロウィンパーティー」
伊丹市

開催日■11月8日（金）13：30～15：40
会　場■ソリオホール
問宝塚市防犯交通安全課 0797-77-2020

暴力団追放・少年非行防止
市民大会宝塚市

親子でちょこっと科学に触れる
実験ショー
ちょこっとサイエンス

伊丹市

開催日■9月11日（水）～11月10日（日）
　　　　（休館日を除く）9：30～17：00
会　場■川西市文化財資料館
問川西市文化財資料館 072-757-8624

川西市文化財資料館テーマ展示
「弥生高地性集落

“鼓ヶ滝遺跡”を探る」
川西市

川西市
・

豊能町

川西市・
豊能町・
箕面市

開催日■10月17日（木）15：00～（予定）
会　場■アステホール
定　員■150名
問NPO法人兵庫空き家相談センター 0797-81-3236

空き家の予防対策セミナー川西市

開催日■11月13日（水）
会　場■満願寺～多田神社
問川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161

清和源氏ゆかりの地をめぐるハイキング
阪急宝塚沿線 観光あるき
～清和源氏コース～

川西市

開催日■10月16日（水）
会　場■能勢電鉄妙見口駅～妙見の森ケーブル黒川駅
問川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161

黒川の里山の風景を訪れるハイキング
阪急宝塚沿線 観光あるき
～黒川里山コース～

川西市

開催日■10月19日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■4才以上1名に付き200円
定　員■60名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

ドングリを試食しよう
秋フェス「どんぐりクッキーを作ろう」三田市

開催日■10月26日（土）、11月2日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

朝の公園で虫とりしよう！
あさムシ！三田市

開催日■10月27日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

手作りおもちゃを鳴らしてみよう
おもしろ実験「アラカルトⅢ」三田市

開催日■11月16日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■100円
定　員■30名（子どもは保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋の野鳥観察会三田市

開催日■10月5日（土）、27日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
参加料■100円　　定員■20名
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

葉っぱでお面作り三田市 博物館・科学館イベント、公演など

健康イベント、まちぶら、ハイキング

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで5 6

開催日■11月10日（日）13：00～15：00
会　場■県立一庫公園
参加料■大人300円、小人100円
問県立一庫公園管理事務所 
072-794-4970

開催日■11月30日（土）18：00～20：00
会　場■県立一庫公園
参加料■大人500円、小人300円
問県立一庫公園管理事務所 
072-794-4970

開催日■11月16日（土）14：00～16：00
会　場■三田市野外活動センター
参加料■500円
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

公園内のビオトープで
生き物観察
水辺の観察会

川西市

開催日■10月20日（日）、11月17日（日）
会　場■県立人と自然の博物館
参加料■300円（要入館料）
定　員■15名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 　
079-559-2002

開催日■10月27日（日）
会　場■県立人と自然

の博物館
参加料■（要入館料）

問県立人と自然の博物館生涯学習課 
079-559-2002

開催日■10月27日（日）
会　場■県立人と自然の博物館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■20名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 　
079-559-2002

開催日■11月24日（日）
会　場■県立人と自然の博物館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■20名
問県立人と自然の博物館生涯学習課 
079-559-2002

開催日■10月6日（日）
会　場■県立人と自然の博物

館、深田公園
参加料■（要入館料）
定　員■50名
問県立人と自然の博物館生涯
学習課 079-559-2002

はかせと学ぼう！
「アンモナイト石けんを

つくろう！」
三田市

望遠鏡で星空観察
冬の星空　観望会川西市

標本のミカタ
「いろいろなキノコとコケを見てみよう」三田市

開催日■10月12日（土）17：00～18：00
会　場■三田市野外活動センター
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

開催日■10月12日（土）、11月16日（土）
　　　　18：30～21：00
会　場■三田市野外活動センター
問三田市野外活動センター 
079-569-0388

手作りのドーム型プラネ
タリウムで星空を知る
プラネタリウムの
投影会

三田市

ひとはく探検隊
「キノコGETだぜ！」三田市

天体の説明と
月や星座などの観望
天体観望会

三田市

ひとはく探検隊
「ダンゴムシをさがそう」三田市

透明傘を使った
プラネタリウム
工作教室

三田市

ダンゴムシとなかまたち三田市

開催日■10月14日（月・祝）10：00～15：00
会　場■伊丹スポーツセンター、緑ケ丘体育館、

ローラースケート場 他
問伊丹市教育委員会事務局スポーツ振興課 072-784-8088

各種スポーツの体験やイベントを開催
体育の日のつどい・ニュー
スポーツフェスティバル 他

伊丹市

開催日■11月9日（土）11：00～16：00
会　場■イオンモール伊丹
問伊丹市健康政策課 072-784-8034

各種測定、健康相談、食育体験など
健康フェア伊丹市

開催日■11月17日（日）
10：30～13：30

会　場■伊丹市立図書館 
ことば蔵

問伊丹市歯科医師会 
072-783-0133

口の健康から全身の
健康づくりを考えるイベント
“いい歯の日”フェア

伊丹市

開催日■10月1日（火）～31日（木）
会　場■宝塚市内全域の参加店舗
問宝塚商工会議所 0797-83-2211

対象商品を購入して、
ステキな商品を当てよう！
ワンコインdeスタンプラリー2019

宝塚市

開催日■11月16日（土）予定
会　場■北中山公園シンボル広場
問宝塚市公園河川課 0797-77-2021

ハイキングコースをゴミ拾い
しながらハイキング
宝塚自然休養林クリーンハイキング

宝塚市

開催日■10月3日（木）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

能勢妙見山で開運隆昌を願う
のせでん第1木曜ハイキング

川西市・
豊能町・
能勢町

開催日■10月22日（火）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

日本一の里山をのんびり満喫
のせでん里山ハイキング

開催日■10月30日（水）
会　場■能勢電鉄妙見口駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

秋のシルエットを身に纏う
のせでん平日ハイキング

開催日■11月16日（土）
会　場■川西市黒川地区
問阪神北ビジョン委員会NSC倶楽部 072-784-2504

日本一の里山・黒川を
散策する　第5回エコツアー川西市

開催日■10月4日（金）
会　場■県立有馬富士公園パークセンター
問阪神北ビジョン委員会NSC倶楽部 072-784-2504

有馬富士山麓で本格的な里山
保全活動を学び、現場を見学
する　第4回エコツアー

三田市

開催日■11月4日（月・振休）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■100円
定　員■30名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

開催日■11月24日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■大人300円、子ども200円
定　員■30名（小学生は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

開催日■11月17日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■大人200円、子ども100円
定　員■30名（小学生は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

有馬富士公園ウォーキングコース
「紅葉の森5㎞をのんびり歩こう」三田市

紅葉の
有馬富士登山三田市

JRふれあいハイキング
「有馬富士公園で紅葉の森ウォーク」三田市

開催日■11月15日（金）
会　場■大島地域周辺
参加料■調整中
問猪名川町地域振興部産業観光課 072-766-8709

開催日■11月27日（水）
会　場■能勢電鉄日生中央駅前集合
参加料■事前予約制 募集開始は10/1から
　　　　先着300名
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

観光ボランティアガイドの会
企画ツアー「大島さと歩き」猪名川町

開催日■11月7日（木）
会　場■能勢電鉄日生中央駅前集合
問能勢電鉄株式会社ハイキング担当 072-792-7716

猪名川町に残る木喰のほほえみ探訪
のせでん第1木曜ハイキング猪名川町

開催日■11月27日（水）
会　場■能勢電日生中央駅前集合
問●●●●●●●●●●

猪名川町最高峰からの展望を満喫
のせでん平日ハイキング猪名川町

開催日■10月5日（土）～11月24日（日）
　　　　（月曜日、月末は休）
会　場■伊丹市立博物館
問伊丹市立博物館 072-783-0582

絵はがきや鳥瞰図を中心に展示
秋季企画展「収蔵品展第2期
～絵はがきや鳥瞰図に見る
旅の魅力～」

伊丹市

親子で楽しむプラネタリウム
プラネタリウム ちびっこ投影

「秋のさんぽ」
伊丹市

開催日■10、11月の毎週土曜日16：15～（約50分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、

小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■10月毎週日曜日と祝日10：00～（約40分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 
　　　　プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■11月毎週日曜日と祝日10：00～（約40分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館 
　　　　プラネタリウム室
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

開催日■10月13日（日）、11月10日（日）14：25～（約25分）
会　場■伊丹市立こども文化科学館
参加料■大人400円、中高生200円、
　　　　小学生以下100円（3歳未満無料）
問伊丹市立こども文化科学館 072-784-1222

500万個の星と音楽に包まれる
癒しのプラネタリウム
プラネタリウム
トワイライト投影「銀河」

伊丹市

開催日■10月12日（土）15：00～（14：30開場）
会　場■ソリオホール
定　員■300名
問宝塚市国際観光協会 0797-77-2012

宝塚アニメフェスタ
2019×ハロウィン プレイベント

「イラストレーター・中村佑介
トークショー」

宝塚市

親子で楽しむプラネタリウム
プラネタリウム ちびっこ投影

「月夜のハロウィンパーティー」
伊丹市

開催日■11月8日（金）13：30～15：40
会　場■ソリオホール
問宝塚市防犯交通安全課 0797-77-2020

暴力団追放・少年非行防止
市民大会宝塚市

親子でちょこっと科学に触れる
実験ショー
ちょこっとサイエンス

伊丹市

開催日■9月11日（水）～11月10日（日）
　　　　（休館日を除く）9：30～17：00
会　場■川西市文化財資料館
問川西市文化財資料館 072-757-8624

川西市文化財資料館テーマ展示
「弥生高地性集落

“鼓ヶ滝遺跡”を探る」
川西市

川西市
・

豊能町

川西市・
豊能町・
箕面市

開催日■10月17日（木）15：00～（予定）
会　場■アステホール
定　員■150名
問NPO法人兵庫空き家相談センター 0797-81-3236

空き家の予防対策セミナー川西市

開催日■11月13日（水）
会　場■満願寺～多田神社
問川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161

清和源氏ゆかりの地をめぐるハイキング
阪急宝塚沿線 観光あるき
～清和源氏コース～

川西市

開催日■10月16日（水）
会　場■能勢電鉄妙見口駅～妙見の森ケーブル黒川駅
問川西市文化・観光・スポーツ課 072-740-1161

黒川の里山の風景を訪れるハイキング
阪急宝塚沿線 観光あるき
～黒川里山コース～

川西市

開催日■10月19日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■4才以上1名に付き200円
定　員■60名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

ドングリを試食しよう
秋フェス「どんぐりクッキーを作ろう」三田市

開催日■10月26日（土）、11月2日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

朝の公園で虫とりしよう！
あさムシ！三田市

開催日■10月27日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■300円
定　員■20名（小学3年生以下は保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

手作りおもちゃを鳴らしてみよう
おもしろ実験「アラカルトⅢ」三田市

開催日■11月16日（土）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
参加料■100円
定　員■30名（子どもは保護者同伴）
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

秋の野鳥観察会三田市

開催日■10月5日（土）、27日（日）
会　場■三田市有馬富士自然学習センター
対　象■幼児～小学生
参加料■100円　　定員■20名
問有馬富士自然学習センター 079-569-7727

葉っぱでお面作り三田市 博物館・科学館イベント、公演など

健康イベント、まちぶら、ハイキング

★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで ★申込等、詳細につきましては各問い合わせまで



きらっと☆阪神北オータムフェスタ2019シンボルイベント

発行元／きらっと☆阪神北オータムフェスタ実行委員会

（平日9：00～17：00 土･日祝日休）

〒665-8567　宝塚市旭町2-4-15
兵庫県阪神北県民局県民交流室内　TEL.0797-83-3133

第52回いながわまつり＆阪神北彩りフェスタ第52回いながわまつり＆阪神北彩りフェスタ

模擬店や展示、ステージ発表
やキャラクターショーなどイベ
ント盛りだくさんの「いながわ
まつり」。そこで「阪神北彩り
フェスタ」として、毎年子ども
たちに人気の県立三田祥雲
館高校によるロボットサッ
カーや、阪神北ビジョン委員
会による展示を実施します。

開催日■11月3日（日・祝）10：00～16：00
会　場■猪名川町総合公園、イナホール、生涯学習センター
問いながわまつり実行委員会（072-766-8783）、きらっと☆阪神北オータムフェスタ実行委員会（0797-83-3133）

青少年による舞台発表や、切り絵・絵画などの展示を
行うほか、顕著な地域活動を行っている個人や団体に
対し表彰を行います。

開催日■12月15日（日）13：00～17：00
会　場■三田市まちづくり協働センター 多目的ホール
問阪神北県民局県民交流室 県民課（0797-83-3135）

阪神北文化フェスタ阪神北文化フェスタ11/3
（日・祝）

12/15
（日）

㈱エビス
堅田建設興業㈱
㈱染の川組
田中住建㈱
㈱得野組
㈱橋本工務店
㈱ダイイチコンストラクション

兵庫県建設業協会  伊丹支部

昔も今も、そしてこれからも。
幸せを願って国土建設

一般社団法人

㈱浜田組
㈱林建設
㈱東園組
光建工㈱
㈱備藤工務店
宗像建設㈱

“地域社会に貢献し、明るい豊かなまちを創造する”

〒666-0017 兵庫県川西市火打1丁目1番7-12号
TEL：072-755-3435　FAX：072-755-3438

一般社団法人 近畿まちづくり協会

計　37社

㈱泉建設
㈲伊福建設
㈲エフ建設
家族庭
㈱川辺建設
㈱岸本建設
㈲明翔産業
にこにこﾘﾌｫｰﾑ㈱
㈲ｾｲｺ ・ーｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱テシマ
葉山建設工業㈱
㈱アーデント
大一建設㈱

㈱シンリュウ
㈱清流建設
㈱T'STILE
東神金商㈱
徳山土木㈱
㈱宮本建設
㈱ｻﾝ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
春山組
㈱新井興業
㈲森本ﾓｰﾀｰｽ
㈱宮土ｴﾝｼﾞﾆｱ
伊藤造園土木㈱

㈱ユニティ
猪名川技建工業㈱
㈱ｱｲ・ﾃｨ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
住本建設㈱
白瀬浚渫興業㈱
㈲光建
㈲宮本土木
㈲平井産業
㈱ニード
燈友法律事務所
㈱ギルド
㈱植伸建設

宝塚市栄町2-1-2 ソリオ2（6F）
Tel. 0797-83-2211

宝塚商工会議所は
「だいすき宝塚」を提唱しています

宝塚商工会議所

R

ご
協
賛
い
た
だ
い
た
皆
様

わたしたちは「創造」します－人・感動・緑のまちづくり－
農協市場館　パスカルさんだ一番館（三田）
農協市場館　パスカルさんだフラワー店（三田）
農協市場館　彩菜やまぐち（西宮）
農協市場館　彩菜さくら（西宮）
農協市場館　西宮夢市場（宝塚）
ファマーズマーケット　スマイル阪神（伊丹）
農協市場館　四季の郷（川西）
農協市場館　ほんまもん武庫の郷（尼崎）
米工房　稲穂園　ほんまもん園田の郷（尼崎）

TEL.079-563-7744
TEL.079-569-7622
TEL.078-904-3439
TEL.0798-33-0500
TEL.0797-91-1638
TEL.072-783-6977
TEL.072-791-1312
TEL.06-6433-3441
TEL.06-6496-6610

所在地 神戸市北区有野中町2-12-13
TEL.078-981-6871（営農経済事業部）

行きます　聞きます　提案します

キッピー ハッピー

チャッピー

三田の
マスコット

TEL：079-563-4455  FAX：079-563-6675
http：//www.sanda.or.jp

〒669-1531 兵庫県三田市天神1-5-33

三田市商工会

一般社団法人 川西建設協会

路を築き、
　　災害を防ぎ

　　　　安心をつなぐ。

〒665-0844 宝塚市武庫川町4番3号
　　　　　  宝塚第一コーポラス910号

一般社団法人

兵庫県建設業協会 宝塚支部

TEL.0797-84-5848／FAX.0797-86-2533
E-mail. takaraduka@hyokenkyo.or.jp


