ン付

クーポ

9

・

いたみ版

みぢ

2020 年 初秋

月号
伊丹スカイパーク北P南側

フレスコ

池田泉州
銀行

ローソン

阪急 線

修繕修理・リフォーム

もうすぐ秋
あなたも
ビフォー

アフター
を体感して
下さい。

武庫之 荘

愛犬もカット＆シャンプーで綺麗に

※全て税別

シャンプーセット or
シャンプーカット

▶20％引
（ 右記
参照 ）

㊒2020.10.31迄 ㊟ご新規様限定
・
「Mizi
（みぢ）
通信見た」
とご予約を

ふすま
障 子 張替え
網戸
1枚からでも
お気軽に！

この道29年の
山田さんが対応

▶

●髪太カラー※白髪染め限定 ￥8,800→￥7,400
…カラーで髪が痩せてきた方に、頭頂部にボリュームが出て印象若返り

v月曜、第2・第3月火曜 ※予約優先

x9:00〜19:00（電話受付8:00〜）
空間で安心

www.shes-s.com

ローソン
みずほ
銀行

★ たこ焼屋

線
阪急

■施術台ゆったり2席のみのプライベート

GS

ショッピング
デパート
駅
伊丹

☎072-772-1937

伊丹市行基町3-16-9

常岡病院

（シーズ美容室）

＋カットで、もっと変わる！！
五合橋線

Sheʼs 美容室

…他メニュー有 （※全て税別）

安心の損害賠償保険加入

金沢屋 伊丹山田店
☎072-770-4369

ツタヤ伊丹・尼崎
（株式会社 名月）

襖・障子・網戸を合計6枚以上で

1枚分
無料サービス

（例えば、襖4枚＋網戸2枚なら
5枚有料＋1枚無料！）

㊒2020.10.31迄 ㊟
「Mizi
（みぢ）
通信
見た」
で・※格安品
（¥1,500）
は対象外

お家の中・外プチリフォーム
等も対応。気軽にご相談を ↓

「Mizi（みぢ）
通信を
見ました」とお電話を

2020年

9月のおススメDVD

『ジュディ 虹の彼方に』

『オズの魔法使』主人公ドロシー役でブレイクしたミュージカル女優
ジュディ・ガーランドの伝記映画。17歳で一躍スターになったものの
体型維持や不眠不休のための映画スタジオによる薬漬けに端を発
する過剰摂取で47歳で亡くなってしまう。最後のロンドン公演の
日々を中心に波乱万丈の人生を描き出す。
ラストの
『オーバー・ザ・レイ
ンボー／虹の彼方に』の歌詞に込められた本当の意味とは？

2020年

DVD

9/2〜 レンタル開始！

ＤＶＤレンタル

※カットされない方はカラー料金＋￥1,800（税別）

…注目の髪ダメージ軽減カット

（税別）

地元密着・
職人直請け、
だから
・・・
低価格なのに
丁寧・安心。

昆陽 6

アカデミー賞主演女優賞etc数々の映画賞受賞

大人女性の髪の悩みや希望に応える
各種メニューを揃える
「シーズ美容室」
。
しっかり聴いてから対処する「傾聴
カウンセリング」
だから気軽にご相談を。
18周年記念・読者限定キャンペーンの
この機会にぜひ違いを体験して下さい。

●スクルトゥーラカット ￥3,700→＋上記カラーの方￥2,800

阪神間etc出張

市立
住友 伊丹病院 伊丹
電工 昆陽
市役所
ローソン ★
稲野
小学校

伊丹市野間北6-5-14
x8:00〜20:00
（お電話は時間外もOK）
【対応エリア】阪神間etc ★伊丹・尼崎市内と近隣は出張無料！

http://nttbj.itp.ne.jp/
0727704369/

▶左記メニュー
割引価格に！

…美しいツヤ＆心地よい手触りとまとまりが持続する人気No.1カラー！

営 9:00〜18:00
伊丹市昆陽北1-2-2 ○
㊡不定休 Ⓟ有 ■伊丹・尼崎送迎OK
＜動物取扱登録：兵庫第2012410号＞
http://dogsalonnico.com

…外して、玄関口での受け渡しもOK♪

『Mizi（みぢ）通信』読者限定割引

●再生カラー※白髪染め限定 通常￥10,000→￥8,000

ドッグサロンnico
（ニコ）
☎072-714-3492

0〜

1枚 ￥1,50
いずれも

㊒2020.10.31まで
㊟「Mizi（みぢ）通信見た」
と予約で・ご新規様限定

▶

「1犬1犬、大事に対応」してくれる人気店♪
Ⓐシャンプーセット 通常￥2,500〜→￥2,000〜
Ⓑシャンプーカット 〃 ￥4,000〜→￥3,200〜
【内容】
爪切＋足裏・お腹・肛門バリカン＋シャンプー
＋Ⓐは足回りカット／Ⓑは全身カット ※料金犬種別
歯磨き￥500、
パック￥1,000…等オプションも有。

「インスタグラム
も見てワン♪」→

DVD・CD等のレンタル&販売

18周年記念★

住友電工 隣接

平安祭典

伊丹4

関西
スーパー

★

有岡スイミング
伊丹保育所

〒

JR伊丹

アリオ2

13

号線
シティ
ホテル

「再生カラー」

阪急
オアシス

㊡日曜 x9:00〜22:00
■フリーWiFi、
フリー電源、
コピー機
（有料）
完備
https://machiya-daiboshi.com

乾かしただけ、こんなに変わる

ワンちゃんの美容室＆エステ

側道から
Ｕターン可

2F固定ブース1カ月￥18,000

★

▶

㊒2020.10.31まで ㊟「Mizi（みぢ）
通信見た」
と年間パスご登録で

ファミリー
マート
阪急伊丹

し！
ーな
ブロ

info@mizi-tsuushin.com

ラウンドワン

▶無料プレゼント

（レンタルオフィスは1カ月￥40,000）

阪急伊丹駅・徒歩5分

『Mizi通信』発行は、各社／店様の広告料で成立っております。ご掲載
ご協力よろしくお願い致します。
無料記事ネタ提供も受付ております。

尼宝線
イズミヤ

大星オリジナル手ぬぐい

JR伊丹駅・徒歩5分／阪急伊丹駅・徒歩8分

〒

尼崎市武庫之荘1-14-7
v土曜←「日・祝営業！」※予約制
x 9：00〜19:00
（日・祝は9:00〜13：00）

㊟無理な販売等一切なし・
「Mizi
（みぢ）通信を見た」とご予約を

1072-703-0410 伊丹市伊丹5-2-27

シェアオフィス
1072-743-9045

のぞみ整体院
106-6433-3306

の計10名様限定

落ち着ける「町家」スペースを活用されませんか？

町家 大星

自粛後お顔、
たるんでいませんか？のぞみ整体院で
9/12と26
「ビューティーライザー」
無料セルフ体験会
開催。
美顔器未経験の方も、
この機会にホームケア
を学んでwithコロナ対策を。
院内消毒徹底、
お一人
ずつの予約制で安心。
通常同機器を使ったコースは
￥10,000
（税別）
なので、
体験会だけでも価値有！

各日10・11・13・14・15時〜

手頃な料金設定だから使いやすい！
江戸時代に建てられた酒造を改装した伝統的日本家屋で
雰囲気もバッチリ♪

貸しスペース

※業種色分類 ■グルメ ■スクール ■癒し・ビューティー ■他業種 etc

たるみセルフケア無料体験会 開催

無料体験会
9/12(土)、26(土)

●フリースペース1日￥500／1カ月￥3,000／年間パス￥12,000）※税別
●会議室 午前/午後/夜￥2,000〜 ●キッチン半日￥3,000／1日￥6,000

vol.36 2020年8/28（金）〜65,000部発行（伊丹版）
●次回尼崎版ʼ20年9/25
（金）
〜115,000部発行・伊丹版10/23
（金）
〜

阪急武庫之荘駅・徒歩5分

交番

★

イ
カ ク
ス ー
パ

川
猪名
神津
大橋

セブンイレブン

神津小

こども 大阪国際
文化科学館 空港
地下道

FAX /
/☎06
☎06 - 4980 -3337

みゆき通
商店街

桑津橋

伊丹市森本7-46 v火、
第1・第3日曜
x8:30〜17:00
（モーニング〜11時、
席 （コロナ対策10）
ランチ12〜14時）◯19
※13時過ぎ〜ワンちゃん店内OK

イオン伊丹
JR伊丹

自家焙煎珈琲 アウル
☎072-775-3007

090-8169-6763
2090-8169-6763
2
エステ

▶

ロッジ風木造り店内で自家焙煎珈琲を堪能できる。
●OWLブレンド珈琲H￥350／C￥400
※ランチタイムはセットドリンク￥150
（珈琲C￥200）
●モーニング￥500
（トースト・サラダ・卵・OWL珈琲）
●ハンバーグランチ／生姜焼ランチ￥800
●カレー／オムライス／ピラフetc￥650 ※税込

編集長/下村晶子

効
※果は個人差が有ります

空いてる時は自分で
焙煎もできます
︵無料︶

カフェ・ドッグカフェ

健康 & 癒し 特集

裏面で
掲載！

〒661- 0002 兵庫県尼崎市塚口町1-27-11-202

自然派美容室

注❶共通券提示の際は各店の内容をよくご確認下さい。
❷各店クーポン内に
印マークがある物は印刷コピー不可、画マークがある物は
スマホ／携帯画面提示不可です。❸Mizi 通信ホームページは
毎月 1 日中までに更新です。ブックマークして下さいね。

R
17
1

今号のPet：ロッキー

（伊丹市荒牧在住、田上時子）

スカイパークすぐの穴場カフェ

看板犬ハナ

各特典はこの共通クーポン券かスマホ／携帯画面提示でもOK
（ホームページは右下 QR をバーコードリーダーで読み取ってね）

http://mizi-tsuushin.com/

※0〜3 歳のお子様や年齢問わずペットの写真を、記念に掲載しませんか？もちろん
掲載無料！下記宛メールか郵送でご応募下さい。（紙焼写真の場合返却致しません）

編集・発行/広告・販促Mizi通信

伊丹版

☝

昨夏1歳だった保護猫と出会って丸1年。
癒し猫です。

クーポンや情報を GET 出来ます！
ぜひ、クーポン使って下さいね♥

月号

10

9-10

共通クーポン券♪ホームページからも

2020

阪急伊丹駅前店

1072-785-1722
伊丹市中央1-1-1
ショッピングデパートB1F
X9：00〜深夜24:00

他にも、話題作てんこ盛り！
9/2〜『映画版架空OL日記』『長沙里9.15』
『映画「サヨナラまでの３０分」』
『CURED キュアード』『グレタ GRETA』
9/9〜『弥生、三月』『星屑の町』
『前田建設ファンタジー営業部』

武庫之荘駅前店

106-6438-3465
尼崎市南武庫之荘１-19-1
有恒ビル2F
X10：00〜深夜24:00

JR尼崎駅前店

106-6498-6490
尼崎市潮江1-4-5
プラストいきいき1F
X10：00〜深夜24:00

どの店舗も、年中無休！

『Mizi（みぢ）通信』伊丹版は原則、隔月・偶数月の最終金曜〜、尼崎版は隔月・奇数月の最終金曜〜発行です （
。 共に最終金曜が末日かその前日・前々日の場合等は1週前倒し）

老若男女に人気のジム♪

健康 & 癒し 特集

www.aeonsportsclub.jp

池田先生

▶￥3,700
▶
￥3,700
￥3,70
0 (税別)

スペシャルケア￥10,000▶￥5,500
プレミアムケア￥13,000▶￥8,500も

or

㊒2020.10.31迄 ㊟「Mizi（みぢ）
通信見た」と『顔エステ』ご予約で

松のや

「ホワイトショット」
ローション
＆ミルク サンプル▶無料進呈

尼崎市南武庫之荘1-19-6-1F
v日・祝 ※予約制、
女性専用
x10:00〜19:00
（受付〜17:00）
http://www.pola.co.jp

★

いたみいろどり整体院
2080-4237-0443

▶￥1,980

マクド
ナルド

㊒2020.10.31まで
㊟「Mizi（みぢ）通信見た」と予約で
・期間内1日1名様限定

姿勢改善教室（整体）

阪急伊丹駅・徒歩2分

【コロナ対策】完全予約制・院内貸切 施術で対応

医師も認める高い技術が初回￥1,980！

不調原因を根本から「改善」に導く！
姿勢改善教室の内容は、こちら↓

施術前後の写真を比較。
変化を視覚でも確認します。
﹁猫背が改善し︑
腰痛もなくなりました﹂

▶

❶カウンセリング・写真撮影→
❷手技と機器による筋膜リリース
で癒着した筋肉を緩め、リンパ
循環促進・代謝改善→
❸施術後写真撮影で効果を確認、
自宅で出来るケア（宿題）も
しっかり指導

外反母趾
専門整体

手術しかないとお悩みのあなた、
大丈夫です。私達にお任せ下さい。

☎ 06-6433-0022
☎06-6433-0022

関西
スーパー

阪急
オアシス

五合橋線

「ウォーキングを兼ねて！」

ポスティングスタッフ募集！ 「空いた日／時間にお小遣い♪」
稼ぎませんか？ （業務委託）

神戸外反母趾センター で検索

9/11〜20、
鳴く虫と郷町

伊丹市内・尼崎市内

応募資格
報酬

1枚2円〜。
慣れてコツをつかんでくれば、
スピードUPできますよ。

報紙が
地域情 の仕事
メイン 安心♪
だから

応募方法

「履歴書を下記まで郵送して下さい」

みぢ

広告・販促 Mizi通信
2090-8169-6763 担当
下村

〒661-0002 尼崎市塚口町1-27-11-202
Mizi通信
「ポスティング係」
ホームページ http://mizi-tsuushin.com/

今年度商工プラザにオープンした男

女共同参画センターここいろの指定管

理者理事長・田上さん︒
宝塚実家で母を

看取った後︑
市境に住む娘・孫を手伝お

うと荒牧に越して８年︑﹁地元に貢献で

きれば﹂
の思いだ︒
カナダ大学院で学び

テレビジャーナリストに︒
１９８８年帰

国時︑
東京埼玉幼女連続殺人事件後の旧

態依然な報道に唖然とし︑
９０年日本初

発行︑
子どもの性被害の第一人者となっ

の性虐待防止絵本
﹃わたしのからだよ﹄
を

思いがあれば、必ず良く変わる
（

）

8/17
聞き手下村

2,000円分のコンビニ等で使える

クオカードプレゼント!

伊丹版 7-8月号：海の日（ウミノヒ）
ヒント
前回の答え… 尼崎版 8-9月号：甲子園（コウシエン）
①強吸着力で空気中水分除去、乾燥材として使われる
②1958年デンマーク発祥、70年代後半〜国内本格
販売のプラスチック製組立玩具、〇〇ブロック
③係留船や航路標識のための浮標
④別名「中秋の名月」、今年は10/1

タテのカギ

info@mizi-tsuushin.com

ヨコのカギ

クロスワードを解いて黄色■の部分を並べた１つの言葉は何でしょう？ハガキ/封書か
メールで「パズルの答え」など「記入事項」を書いて、宛先までお送り下さい（2020年
9/20まで、郵便は消印有効）。正解者の中から厳選し1名様にクオカード2,000円分
をプレゼント！ご応募お待ちしております。
宛 先 〒661-0002 尼崎市塚口町1-27-11 ①
⑥
-202 広告・販促Mizi通信
記入事項 1. パズルの答え 2.氏名 3. 住所
⑤
②⑦ ⑧
4. 電話番号 5. 年齢 6. 職業等
7.『Mizi通信』を入手した方法
⑨
③
(新聞折込／ポスティング／〇〇設置／ネット)
8.掲載店で行ったお店の名前
④
9.その行ったお店のご感想
10.クーポンがあれば行ってみたいお店
11.『Mizi通信』へのご意見・ご感想など
メールも可

た︒
２０００年ＮＰＯ立上げ︒０７年か

ら宝塚男女共同参画センター指定管理

者となり人が集う場を作り上げた︒
長年

の経験から
﹁相談者もスタッフも思いが

あれば変わらない人はいないです︒
それ

プレゼント 1名様
パズル

は自信がある﹂
と断言する︒
今日もセン

伊丹市荒牧在住、
69歳。
NPO法人女性と子ど
ものエンパワメント関西理事長。
「 結婚にメ
リットを見出せず経済的にも自立できていた
ので」
と結婚はせず一人暮し。
一人娘と高3・中3
の孫有。親世代の働き方に疑問を覚え大学院
専攻は余暇教育。
「自分には活きています」

ターは変化への扉を開けて待っている︒

ときこ

伊丹市立男女共同参画センターここいろ
☎072-781-5516（第1・3以外日曜と祝日休）

伊丹の人びと

たがみ

田上 時子
さん

⑤1983年国内発売後カバくんキャラクター（現在
は犬）でうがい普及に貢献したうがい薬
⑥現実生活が充実している人を差すネット造語
⑦1902年大阪創業、今年5月に経営破綻した名門
アパレル会社。CMソング「〇〇〇〇娘」が流行った
⑧双方とも優劣がないこと
⑨今号は「健康＆〇〇〇特集」でした

サンディ

元町院OPEN1周年記念★
武庫之荘本院・元町院の両院で

片足（40分）通常￥9,800▶￥3,000

両足（60分）

▶￥4,000

￥18,500

㊒2020.10.31まで
㊟
「Mizi
（みぢ）
通信見た」
とご予約で・初回限定

万一結果に満足できない場合は

初回料金 完全返金保証

「足が痛くておしゃれな靴がはけない」
「手術しかないと言われた」…etc
つらい外反母趾。県内初の手技矯正で
個人個人の症状に合わせ対応。
自身の祖母も外反母趾だった加納先生、
「この世から外反母趾をなくすのが夢」
と熱く語る。

尼崎市武庫之荘1-7-14
v日・祝
x10:00〜14:00
／16:30〜20:30
（水曜午後休、
土曜午後15:00〜18:00）

木村塾
P
フレスコ

ミスター
ドーナツ

三井住友
銀行

阪急武庫之荘

2020年9〜10月 伊丹市内インフォメーション

配布希望エリア

経験者歓迎！男女問いません。責任感と常識のある方なら出来るお仕事♪
初めての方もお教えするので、大丈夫です。

西中

他院と違う 3つの特長

＜整骨院サキュレ併設＞

〒

サンクス

❶
❶手技で筋肉・骨を整える医師や看護師も認める技術
❷全国から外反母趾の方が来られる専門院
❷
❸施術実績9万3000人以上を基に効果的セルフケア伝授
❸

神戸外反母趾センター

▶

セブン
イレブン

★

昆陽6

交番

号線

ダイソー

阪急
伊丹駅

☎072-767-7706

みずほ銀行
伊丹市西台3-8-2 Ⓟ有（11番駐車場）
2回目以降 通常￥6,000▶￥3,000〜 v日・祝 x9:00〜12:00／15:00〜20:00（水・金は午後休） 主基公園
㊒2020.10.31迄 ㊟「Mizi（みぢ）通信見た」と予約を、 ※予約制（コロナ対策で患者様間接触がないようにしております）
電話かライン予約のみ割引対象・1日1名様限定
http://balance-itami.com

13

（看護師
A様）
手術せずに外反母趾の
痛みと形を改善させて
いく施術に看護師とし
て本当に感動しました。
自信を持ってお勧め
させていただきます。

71
R1

市役所
消防署
警察署
稲野小

㊟次回予約時は対象外

手技だけで、
痛みはもちろん形まで
改善へ徹底サポート！

※効果は
個人差有

市立伊丹
病院

伊丹市昆陽3-49 x8:30〜17:00
㊡日・祝、盆休8/13〜16
■対応地域＝尼崎・伊丹・西宮・川西・池
田・豊中 HP
「畳屋 大西商店」
で検索

医師・看護師も通う！

加納院長

院長・芳田晋吾

「Mizi（みぢ）通信を見て」と
ラインでお問合せ・ご予約もOK！

大西商店

1 072-781-6008

阪急武庫之荘駅・徒歩2分

「私が責任を持って
施術いたします」

姿勢改善教室＜バランス鍼灸整骨院併設＞

姿勢改善
初回 通常￥10,000▶￥1,980

求人

㊒2020.10.31まで
㊟「Mizi（みぢ）通信見た」で

外反母趾専門整体

伊丹市バス「昆陽」停・徒歩1分

昭和初期から続く地元の畳屋
「大西商店」
なら、
熊本
原産畳表を各種取り揃え。
実物見本を実際に見て・
触って、
気に入った物を選べます。
あなた好みのくつ
ろぎの畳を♪畳替え時の家具移動無料！
●国産表替￥7,800〜 ●新調￥14,300〜（税別）
■襖・障子・クロスほか白アリ駆除…etcも対応

（ハサミでもOK）

「悪い姿勢は、肩こり・腰痛・首痛…など様々な体の不調を引き
起こします。姿勢を整え不調を根本から改善することで、毎日の
生活が驚くほど楽になります。
『他で治療してもなかなか良くならない方』
『どこに行っても改善しなかった方』、
医師の方々も納得して通われる姿勢改善教室
へ、ぜひ一度お越しください」（芳田晋吾）
【推薦医師】覺道歯科医院・覺道芳宏先生
小児科・芳賀百合先生 ほか

▶

畳屋

お見積もりで
包丁砥ぎ1本▶無料

伊丹市中央4-4-8エステートハヤシ303
v不定休※予約制 Ⓟ近隣コインP有
受
◯9:00〜20:00
（土日曜〜15:00）
https://itami-irodori-seitai.com

昆陽池
公園

天神川橋
南詰

やっぱり「天然イ草畳」が癒される

「最後に先生を頼って良かった...」
。
海外ひざ痛重傷者
も訪れ、
全国施術家講師でもある先生が伊丹市に！
再生医療・サプリ・ヒアルロン酸注射・薬・減量・鍼灸
整骨でダメだった方のお助け処。
「
『本当の膝痛原因』
を突止め、
改善へ導く事をお約束します」
（池田院長）
。
LINEで膝痛改善ヒント配信中。
下記ＱＲから登録を。

初回 通常￥15,000

鴻池南

関西
スーパー

伊丹市池尻4-1-1イオンモール伊丹
伊丹病院
昆陽4F Ⓟ共用2500台、無料
★
イオンモール
71
伊丹昆陽 4F 昆陽寺
㊡毎月4・14・24日、年始・お盆休
R1
イズミヤ
営
◯10:00〜22:00
（受付10:30〜21:00）
小井ノ内

阪急伊丹駅・徒歩4分

ヒアルロン酸注射で治らない膝痛の方へ

ひざ痛改善整体

庫之荘
阪急武
南口 ケンタッキー

ツタヤ

▶無料サービス

ポーラ ザ ビューティー武庫之荘店
106-6437-1730

阪急
オアシス

毛穴角栓吸引

効果はもちろん、血行促進の為のオールハンドト
リートメントが大好評、
首肩もみ解しも付きました！
【内容】
①カウンセリング→②フットケア→③フェイ
シャル＆デコルテのクレンジング・洗浄→④フェイ
シャル＆デコルテ＋首肩トリートメント→⑤美容液
10倍マスク→⑥ヘッドケア …充実の全120分♪

整体院

イオンスポーツクラブ伊丹昆陽
☎072-787-8875

道意線

阪急武庫之荘駅・徒歩1分

ポーラの
「顔エステ」
が気持ちいい！？

顔エステ（美肌ベーシックケア）
通常￥8,200

▶無料！

㊒２020.10.31迄 ㊟「Mizi（みぢ）
通信見た」
と要予約・同クラブ初めて
の方限定・本券で2名様までOK

9/1 〜 6、
「地域と共に生きる」地域猫写真展 図書館ことば蔵：宮前 3-7-4
■問：NPO 法人いたみ野良猫をふやさない会みゅうみゅう 2090-8120-0065
カウンセリング無料！気軽にご相談を

フェイシャルエステ

♪

スポーツクラブ1日体験

各種マシン・大好評のヨガやエアロビクスetcスタ
ジオレッスン・お風呂＆サウナまで、
使い放題のス
ポーツクラブを体験しよう！見学のみは随時OK。
■入館時体温測定・館内マスク着用・スタッフに
よる除菌作業・館内常時換気等、安全対策も徹底
しているので安心して利用できますよ♪
線
尼宝

【健康・癒し特集 特別企画】

※業種色分類 ■スクール ■癒し・ビューティー ■その他

10 月中旬〜 11 月中旬、秋のバラ見頃
荒牧バラ公園：荒牧 6-4-12 ■問：みどりのプラザ☎072-772-7696

スポーツクラブ 伊丹市バス／阪神バス「池尻」停・歩すぐ

【読者限定】
“丸ごと1日”無料体験★

江戸時代庶民の風習「虫聴
き」の現代版イベント「鳴く
虫と郷町」。今年は規模縮小
し10種以上計約1千匹の虫展示。ネットでも鳴く虫の
音色配信予定。http://nakumushi.com/guide
【日時】9/11(金)〜20(日)
【場所】●東リいたみホール：宮ノ前1-1-3、●三軒寺前
広場：中央2、●図書館ことば蔵：宮ノ前3-7-4（鳴く虫
のパネル・標本展示と本展示貸出）
■問：昆虫館☎072-785-3582
（9:30〜16:30、
火休）

9/27、ITAMI
CITY JAM
昆陽池公園で開催されてき
た 無 料音 楽フェス I TA M I
GREEN JAMは今年中止、
代わりに市内会 場分散型の「文化祭」ITAMI CIT Y
JAMが催される。イベント一部は後日ネットでも配信。
【日時】9/27(日)10:00〜日没 ※小雨決行・荒天中止
【場所】イズミヤ昆陽（アーバンスポーツ、ブルース他ラ
イブ）
・三軒寺前広場（マルシェ、吹奏楽他ライブ）
・イ
オンモール伊丹昆陽（〜10/6アート会場）の3会場
■問：ホームページhttp://itamigreenjam.com内お問合せ
クラウドファンディング実施中

10/31、
働く男性の
ストレス付き合い方
コロナ対策でテレワーク・在
宅勤務化が進み急変からス
トレス・心の不調を訴える人
も。
ストレスとの向き合い方を精神保健福祉士・シニア
産業カウンセラーの福江敬介・日本男性相談フォーラ
ム相 談 員と考えよう。【日時】10/31(土)14: 0 0 〜
16:00【場所】男女共同参画センターここいろ：宮ノ前
2-2-2商工プラザ5F【対象】関心ある男性20名、9/1
(火)〜電話・窓口・HPで受付（先着順）
【費用】無料
■問：男女共同参画センターここいろ☎072-781-5516

9/12〜27、阪急
伊丹線100周年展
阪急伊丹線100周年（2020
年7/16）を記念して、開業当
初から現在までの歴史を振
り返る写真パネル展開催。
【日時】
9/12(土)〜27(日)9:30〜20:00
（土日祝〜18:00）
【場所】図書館ことば蔵：宮ノ前3-7-4 【費用】無料
●9/27(日)14:00〜阪急伊丹線の歴史やあるあるネタ
を写真紹介やクイズも交え楽しくお話。
みんなで伊丹線
に関わる思い出・出来事を熱く語ろう
（無料、
先着20名）
■問：伊丹市立図書館ことば蔵☎072-784-8170
（月曜休）

10/10〜11/29、市制
80周年・伊丹市の記録
1940年（S15）11/10誕生
し、今年で市制80周年を迎
える伊丹市の歴史を、現在と
の結びつきと共に紹介。
【日時】
10/10(土)〜11/29(日)
【場所】博物館1F特別展示室：伊丹市千僧1-1-1
●ネットでも順次、市制80周年解説動画を公開。
8/10〜「25年前・阪神淡路大震災」、9/10〜「50年
前・鳥観図に見る昭和の伊丹」、10/10〜「75年前・終
戦」、11/10〜「80年前・市制施行の頃」
■問：博物館☎072-783-0582（月曜・月末日休）

9-10月号（8/28〜）
編集後記
晴れれば猛暑、雨が降れば
ゲリラ豪雨という日々です
が、体調大丈夫でしょうか？
今号は「健康・癒し特集」でした。健康については「出来
ればいいのに」で終わらせず、
「いいと思う事はやる！」
という強 い意 志を持 つことも 、時 には 必 要 です ね
(^^;)。自分の体をしっかり整え、癒してあげて、そして
残暑を乗り切りましょう♪
掲載店様のどれか一つでも、読者の皆様のお役に立て
ば幸いです。

次回、尼崎版2020年10〜11月号（9/25（金）〜）は
「ビューティー特集」、伊丹版11〜12月号（10/23（金）〜）は「グルメ特集」の予定です。お楽しみに！

