
テーマ・対象を絞り込んで情報発信する「まるっとアマガサキ」は年３回発行しています

夏休み期間中に開催される講座やイベントなどの情報を掲載しています！
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①尼崎の森中央緑地パークセンターで
［いつでも体験プログラム ］７月１
日～８月31日午前９時～午後５時、
７月は葉っぱでステンドグラス作
り、８月は夏の生き物クイズを。
不要。

［あまがさき森っこ活動日］◆森の
モビール作り ７月24日㈰午前10時
～11時30分。 先着20人 不要。
◆クズの除草とくず餅作り ８月28
日㈰午前10時～11時30分。 抽
選20人 ８月21日までに。
同センター☎6412-1900。

②図書館で
［読書ジョギング］７月21日～８月
31日午前９時～午後７時30分（北
図書館は23日から、中央・北図書館
で。日曜日・祝日は午後４時45分ま
で）、本の感想などを特製のシート
に記録しよう。 小学生 不要
中央図書館☎6481-5244・北図

書館☎6438-7322㊡月曜日と毎月
最終木曜日。
［読書感想文 本の選び方講座］７
月28日㈭午後２時～３時、本の選
び方などの助言を、中央図書館で。
小学生 先着10人 ７月12日

から 中央図書館。
③夏休み子ども手話教室
７月21日～８月４日午前10時～正

午計５回、地域総合センター上ノ
島で、音楽に合わせて手話で表現
する技術の習得を。 小・中学生
先着10人 ７月８日～15日
同センター☎6429-7640。

ṡこどもおさらい教室（体験）
７月21日～８月９日毎週火・木曜
日、尼崎シルバー会館で、国語と
算数を。日時は対象により異なりま
す。 小学３～６年生 各学年先
着３人 ７月８日～15日 シル
バー人材センター☎6481-3380。
Ṣ古代バッグをつくろう
７月23日㈯午前10時～11時30分、
地域総合センター南武庫之荘で、
布の鞄に埴

はに
輪
わ
や古墳のスタンプで

デザインを。 小・中学生と保護者
先着30人 500円 ７月11日か

ら 同センター☎6438-5875。
⑥田能資料館で
［①勾

まが
玉
たま
をつくろう］７月23日㈯午

後１時30分～３時30分、弥生人の
アクセサリーであった勾玉づくり
を。 先着20人 150円 ７月
８日～15日。
［②弥生のムラでわくわく体験］８
月６日～28日午後１時30分～３時
計６回、火おこし体験やペーパーク
ラフト作りなどを。内容は日程によ
り異なります。 不要。
［③石の鏃

やじり
をつくろう］８月14日㈰

午後１時～４時、鏃を作って矢を飛
ばす体験などを。 先着20人
150円 ８月４日～12日。

①③尼崎市コールセンター☎
6375-5639②同館☎6492-1777。

⑦夏休み工作教室
７月23日㈯午後２時～４時・24日㈰
午前10時～正午、大庄地区会館で、
色画用紙を使ってこま作りを。
５歳児～小学生（１年生以下の人
は保護者同伴で） 先着30人
300円 ７月８日から 同館☎
6419-3667㊡木曜日。
⑧上坂部西公園で
［親子でセミ羽化観察会］７月23日
㈯午後７時30分～８時30分。 小
学生と保護者 先着50人 小学
生は１人200円 ７月８日から。
［こどもネイチャースクール］７月30
日㈯午前９時30分～正午、枝など
を使った工作を。 小学生 不要。
同公園緑の相談所☎6426-

4022。
⑨あまがさき環境オープンカレッジで
［エコ工作］７月24日㈰・８月28日
㈰午後１時30分～３時30分、間伐
材を使って工作を。 不要。
［あるもんでパッチワーク］７月28
日㈭午後１時30分～３時30分、タ
オルを使ってペットボトルカバー作
りなどを。 小学生（３年生以下
の人は保護者同伴で） 先着10人
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７月８日～25日。
いずれも 同カレッジ☎6421-
0544㊡水曜日。
⑩武庫公民館から
［あまがさき学講座「昔、武庫川は
暴れ川だった」］７月25日㈪午前
10時～11時、同公民館で。
［100年間の尼崎市の歩みについて
調べる］７月28日㈭午後１時30分
～３時30分、武庫東小学校で。
いずれも 小学４～６年生と保護
者 先着20組 ７月８日から
同公民館☎64３2-1177。
⑪立花公民館で
［白髪一雄フット・ペインティング講
座 足で描く絵にチャレンジ！］７
月25日㈪午前10時～正午。 ５歳
児～小学生 先着20人。
［夏休み子ども手話講座］８月４日
～６日午前10時～正午。 小学生
先着20人。

いずれも ７月８日から 同公
民館☎6422-6741。
⑫武庫地区会館で
［ポーセラーツを作ろう！］７月26
日㈫午前10時～11時30分、特殊
なシールをはってオリジナル食器
作りを。 先着40人 ７月８日

～24日。
［夏休みキッズレッスン！かわいい
デコカップケーキ］８月５日㈮午前
10時～ 11時30分。 先着48人
７月８日～８月２日。

いずれも 小学生以上の人（小学
生は保護者同伴で） 1,000円
同館☎6431-7899㊡水曜日。
⑬サンシビック尼崎で
［夏休み短期水泳教室］７月26日～
８月26日、水慣れやクロール、平泳
ぎなどの練習を。 ７月８日から。
［サルースサマー短期教室］８月２
日～27日、ストレッチやトランポ
リンなどの教室を。 ７月12日か
ら。
いずれも時間・対象・定員・料金はク
ラスにより異なります。 サンシ
ビック尼崎☎6413-8171㊡月曜日。

⑭保健所で
［尼崎市産野菜を使ったクッキン
グ］７月27日㈬午前10時～正午、

トマトを使った調理実習などを。
５歳児～中学生。小学生以下の人は保
護者同伴で。 先着24人。
［親子で学ぶデンタルカレッジ］
７月28日㈭午後１時30分～３時、
むし歯を作る実験や顕微鏡でお口
の細菌観察などを。 小学生と保
護者 先着20組。
いずれも ７月８日から 健康
増進課☎4869-3053。

⑮中央公民館で
［はじめての陶芸教室］７月27日㈬・
８月10日㈬午後１時30分～３時30
分。 小学生（３年生以下の人は
保護者同伴で） 先着20人
1,000円。
［楽しい囲碁教室］７月28日㈭・29
日㈮午後１時30分～３時30分。
小学生 先着10人。
いずれも ７月８日から 同公
民館☎6482-1750。
⑯小学生のための手話入門

７月27日～29日午後１時30分～３
時30分、園和北地域学習館で。
小学生 先着30人 ７月８日か
ら 園田公民館☎6491-5496。
⑰親子で学校給食の人気メニューを
作ってみよう！
【①七松小学校】８月１日㈪午前９
時30分～正午【②園田東小学校】
８月２日㈫午前９時30分～正午、
カレーと麦ごはん・サラダの調理実
習を。いずれも 小学３・４年生と
保護者 先着各30人 １人176円
７月８日～15日 ①中央公民

館☎6482-1750②園田公民館☎
6491-5496）。材料に小麦・牛肉・りん
ご・パイナップル・牛乳・乳製品を含む。
⑱親子ボランティア体験学習
８月２日㈫午後１時30分～４時・４
日㈭午後１時30分～３時、すこや
かプラザなどで、高齢者疑似体験
や老人ホームでボランティア体験
を。 小学４～６年生と保護者
先着10組 １人200円 ７月８日
から 尼崎市コールセンター☎
6375-5639。
Ṱわくわく科学実験イベント
８月３日㈬午前10時～11時30分、
地域総合センター南武庫之荘で。
小・中学生 先着30人 ７月８

日～８月１日 同センター☎
6438-5875。
ṱ衛生研究所から
［子ども宿題研究所］８月３日～５
日午後１時～３時20分、同研究所
で、七色いくら作りや紫キャベツの
色変わり実験などを。 小・中学生
先着各日30人。

［科学実験プロフェッショナルラ
ボ］８月８日～10日午前９時30分
～正午と午後１時30分～４時、同
研究所で、専門の器具や分析機器
による実験を。 小学５年生以上
の人 各回先着５人。
［庄下川観察会］８月23日㈫・24日
㈬午前９時30分～午後２時、庄下
川などで、植物や生き物の観察な
どを。 小学２～４年生 先着15
人。


