
小・中学生向けのイベント・講座情報をたっぷり掲載しています

2019 夏休み特集号2019 夏休み特集号



2019 sum
m

er

夏休み期間中に市内で開
催される講座やイベント
の情報をご紹介します。
夏休みの計画作りにお役
立てください！
※料金表示のないものは無料
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※料金表示のないものは無料

イラスト：米村 治美（絵師）イラスト：米村 治美（絵師）

①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、尼崎の森中央緑地パークセン
ターで、7月は夏の生き物クイズ、
８月は森の探検クイズを。 不要
問同センター☎6412-1900。
②読書じょぎんぐ
７月20日～８月25日午前９時～午
後８時（日曜日・祝日は午後５時15分
まで）、中央・北図書館で、図書館の
本を読んでシートに記録を。 小
学生 不要問中央図書館☎ 6481-
5244・北図書館☎6438-7322㊡月
曜日（祝日の場合は火曜日）。
③藻川で魚捕り＆外来植物の駆除
活動
７月20日㈯・８月４日㈰午前９時40
分～正午（雨天中止）。藻川中園橋
（田能１丁目）に集合し、川に入って
魚捕りなどを。 200円 不要
問自然と文化の森協会佐藤宅☎
070-5651-1123。

④人形劇フェスタ「武庫」
７月20日㈯午後１時30分～３時、

武庫東生涯学習プラザで。手話通
訳・要約筆記あり。 先着200人
不要問武庫地域振興センター☎
6431-7884。
⑤原爆被害者の会語り部事業
７月20日㈯午後２時～３時30分、
中央北生涯学習プラザで、ＤＶＤ上
映や講話などを。 先着50人 ７
月４日から問尼崎人権啓発協会☎
6489-6815。
⑥星空なつまつり
７月20日㈯午後５時～７時、武庫東
生涯学習プラザで、ゲームなどを楽
しめるブースを。 先着300人
不要問武庫地域振興センター☎
6431-7884。
⑦夏休みオープンスクール（立花）
７月22日～８月17日、立花北・立花
南生涯学習プラザで、手話や押し
花、太極拳などの講座を。日時・定
員・費用は講座により異なります。
小・中学生と保護者 ７月10日

から 尼崎市コールセンター☎
6375-5639。

⑧夏休みオープンスクール（園田）
７月22日～８月25日、園田東・園田
西生涯学習プラザで、空手や俳句、
琴などの講座を。日時・対象・定員・

費用は講座により異なります。
７月10日から 園田東生涯学習プ
ラザ☎6493-0140㊡水曜日、園田
西生涯学習プラザ☎6491-5496。
⑨キッズクラブ
７月22日㈪・29日㈪・８月５日㈪①
午後４時30分～５時30分②午後５
時～６時15分③午後５時40分～６
時40分、ウッディで、①キッズダ
ンス②器械体操③ジュニアダンス
を。 ①小学生②小学１～３年生
③小学４年～中学生 ①③先着各
日15人②先着各日20人 3,450円
７月４日から ウッディ☎

6436-1730㊡月曜日。
⑩ジュニアモダンダンス
７月22日㈪午後７時～８時30分、
総合文化センター６階カルチャース
クールで、体全体を使って表現を。
中学生 先着10人 500円

７月４日～20日 同センター文化
教室担当☎6487-0808。
⑪あまがさきお仕事たんけん隊
７月23日㈫午後０時30分～４時30
分。市役所に集合し、環境関連企
業や太陽光発電設備の見学を。
小学４年～中学生 先着20人
７月４日～16日 あまがさき環境
オープンカレッジ☎6421-0544㊡
水・木曜日。
⑫こどもパソコン教室
７月24日～26日午前10時～11時
50分、地域総合センター南武庫之
荘で、初心者向けのパソコン講座や

　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝申し込み期間など　 ＝問い合わせ先　 ＝休館日【記号の読み方】

〈イベント〉

日 時 ７月21日㈰午前９時30分～正午

上坂部西公園 申 込 不要

問 上坂部西公園 緑の相談所☎6426-4022 

どじょうやザリガニなどの水辺の

生き物探しや、昆虫採集をしてみ

よう。移動博物館車の「ゆめはく

号」も来るよ！

ここがオススメです！

〈イベント〉

日 時 ７月21日㈰午前９時30分～正午

植物園で遊ぼう！植物園で遊ぼう！

対 象 ３歳児～小学生（就学前児は保護者同伴で）
会 場
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あまおくん
とにかくやんちゃな
小学３年生

さきちゃん
優しくて、 理系が
得意な中学１年生

お父さん
こだわりの
無造作ヘアー
とってもおおらか

お母さん
活動的で頼もしい
カメラ女子

まちちゃん
運動が大好きで
何にでも興味津々

あまおくんあまおくんあまおくんあまおくん さきちゃんさきちゃんさきちゃんさきちゃん お父さん お母さんまちちゃん



簡単なゲーム作りを。 小学生
抽選10人 ７月４日～16日 同
センター☎6438-5875。

⑬夏休み映画上映会
７月24日～８月21日毎週水曜日午
後２時30分から、中央図書館で、
子ども向けアニメ作品の上映を。
不要問同館☎6481-5244㊡月曜

日（祝日の場合は火曜日）。
⑭民話を聞く＆糸つむぎとはた織
り体験 
7月26日㈮午後１時～４時、中央図
書館１階セミナー室で、民話「たぬ
きの糸車」などを聞いてから糸紡

つむ
ぎ

・機
はた
織り体験を。 小学生以上の人
不要 文化財収蔵庫☎6489-

9801。
⑮夏やすみ・こどもとんぐ作り
７月26日㈮＝塚口さんさんタウン２
番館コミュニティホール、30日㈫＝
上坂部西公園 緑の相談所、８月２
日㈮＝近畿労働金庫尼崎支店３階

（昭和南通３丁目）、９日㈮＝女性セ
ンタートレピエ、16日㈮＝すこやか
プラザ、23日㈮＝小田北生涯学習
プラザ。いずれも時間は午後２時～
４時。刀に見立てたごみ拾い用トン
グの作成などを。 中学生以下の
人（小学４年生以下の人は保護者
同伴で） 先着各日30人 500
円（大型のトングは750円） ７
月４日から問家庭ごみ案内ダイヤル
☎6374-9999。

⑯打ち水大作戦 in あまがさき
７月26日㈮午後３時～５時、塚口さ
んさんタウンスカイコムで、水鉄砲
作りなどの縁日や打ち水を。 一
部有料 不要 あまがさき環境
オープンカレッジ☎6421-0544㊡
水・木曜日。
⑰打ち水大作戦 in たちばな
７月26日㈮午後３時～５時、立花庁
舎で、ヨーヨー釣りなどの縁日や牛
乳パックでひしゃくを作って打ち水

を。 不要問立花地域振興センタ
ー☎6427-7770。

⑱たそがれクリーンキャンペーン
７月26日㈮＝阪急塚口駅周辺、30
日㈫＝ＪＲ塚口駅周辺、８月２日㈮
＝阪神尼崎駅周辺、９日㈮＝阪急武
庫之荘駅周辺、16日㈮＝ＪＲ立花駅
周辺、23日㈮＝ＪＲ尼崎駅周辺。い
ずれも時間は午後６時～７時。ポイ
捨て防止の取り組みとして清掃活動
を。 不要問家庭ごみ案内ダイヤ
ル☎6374-9999。

⑲夏休み親子平和スタディツアー
７月27日㈯・28日㈰午前９時～正
午、橘公園に集合し、開明庁舎の機銃
掃射跡の見学やＤＶＤ上映などを。

先着各日20人 ７月４日から問
尼崎人権啓発協会☎6489-6815。
⑳こども絵画教室
７月27日㈯・31日㈬午前10時～11
時50分、地域総合センター南武庫
之荘で、将来の夢などをテーマに作
品づくりを。 小学生 抽選14人
７月４日～16日 同センター☎

6438-5875。

㉑展覧会「気配と存在」
７月27日～９月23日午前11時～午
後７時（土・日曜日、祝日は午前10
時～午後６時、㊡火曜日）、あまら
ぶアートラボで、光や映像、絵を消
したときに出る消しゴムのかすを使
った作品などの展示を。 不要
文化振興担当☎6489-6385。
㉒勾

まが
玉
たま
をつくろう

７月27日㈯・28日㈰午後１時30分
～４時、田能資料館展示・学習室で、
弥生人のアクセサリーの勾玉作り
を。 小学３年生以上の人（小学
生は保護者同伴で） 先着各日20
人 200円 ７月９日～24日問
同館☎6492-1777㊡月曜日（祝日
の場合は火曜日）。
㉓怖いはなし大会
７月27日㈯午後２時30分～３時30
分、北図書館３階集会室で、部屋を
暗くして怖い話の語りを。 不要
問同館☎6438-7322㊡月曜日（祝
日の場合は火曜日）。
㉔星空観察会
７月27日㈯午後７時45分～９時
（雨天・曇天中止）、園田庁舎で、天
体望遠鏡や星座早見盤を使って星
空観察を。小学生以下の人は保護
者同伴で。 不要問園田地域振興
センター☎6491-2361。
㉕夏の森探検隊！ 昆虫編
７月28日㈰午前10時～11時30分、
尼崎の森中央緑地パークセンター

アマガサキの歴史を調べてみ
たい！そんなアナタに。
尼崎に関する古文書や地図などがあ
り、自由に閲覧できます。「尼崎の地
名」「尼崎の名物」などについての調べ
方をまとめたシートを用意していま
す。問同館☎6482-5246㊡火曜日。

地域研究史料館
環境について学ぶならココが
おすすめ！
図鑑や絵本などの貸出図書が約
2,000冊あり、採集した昆虫の名前
などを調べることができます。環境
学習に役立つ道具の貸出も。問同カ
レッジ☎6421-0544㊡水・木曜日。

最適スポットを
ご紹介します！
最適スポットを
ご紹介します！
最適スポットを最適スポットを最適スポットを最適スポットを最適スポットを最適スポットを最適スポットを最適スポットを
宿題宿題に あまがさき環境オープンカレッジ

左記の施設のほか、市内公共
施設にある自習スペースの一
覧を、市のホームページに掲
載しています。「みんなの自
習室」で検索してください。
問 生 涯、学 習！推 進 課☎
4950-0387。

みんなの自習室みんなの自習室
市内の自習室情報を掲載

▶ ▶
夏休み宿題しらべもの
おたすけデスク
７月20日～８月24日午前11時～正
午（日曜日と祝日を除く）、「自由研
究」の資料を探すアドバイスを行い
ます。問中央図書館☎6481-5244
㊡月曜日（祝日の場合は火曜日）。

中央図書館▶
情報誌「まるっとアマガサキ」がどのよ
うに活用されているかを調査するため、
アンケートを実施します。皆さんのご意
見をお待ちしております！下記のＱＲ
コードを読み取って回答してください。
回答者には抽選で30人に
素敵なプレゼントを。問広
報課☎6489-6021。
[回答期限]７月31日まで。

アンケートにご協力をアンケートにご協力を

ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！ご紹介します！

日時 ８月１日㈭午後１時30分～４時30分
対象 小学３年生以上の人（小

学生は保護者同伴で）

同館☎6492-1777（月曜日休館〈祝日の
場合は火曜日休館〉）

問

日時 ８月１日㈭

石の鏃をつくってとばそう！石の鏃をつくってとばそう！

弥生時代の人たちが使っていたものと同じ石で矢の先端を作ろう！矢が完成したら、狩りの模擬体験も（雨天の場合は狩りを中止）。

ここがオススメです！

100円費用
７月９日～24日申込
先着20人定員

会場 田能資料館
展示・学習室

〈イベント〉
やじり

石のやじり　かっこいい♪

石のやじり　かっこいい♪

よーく狙って･･･

　　　　えいや！よーく狙って･･･

　　　　えいや！



で、森を探索し、捕まえた虫の観察
を。 抽選10組 ７月４日～14
日問同センター☎6412-1900。

㉖小田南キッズサマーセミナー
７月28日～30日、小田南生涯学習
プラザで、英語や水彩画、フラワー
アレンジメントなどの講座を。日時
・定員・費用は講座により異なりま
す。 小学生と保護者 不要問小
田地域振興センター☎6488-5441。
㉗食品サンプルづくり体験
７月30日㈫①午前９時～10時30分
②午前10時30分～正午、サンシビ
ック尼崎で、ちらしずしなどの食品
サンプル作りを。 ①小学１～３年
生（小学１年生は保護者同伴で）②
小学４～６年生 先着各回25人
1,000円、保険料50円 ７月４日
～ 25日問サンシビック尼崎☎
6413-8171㊡月曜日。

㉘園田学園女子大学 夏休み子ども
講座
７月30日～８月３日計４回、同大学
で、作文や工作、ロボットプログラ
ミングなど同大学の教員による講座
を。日時・対象・定員・費用は講座に
より異なります。 ７月９日～23
日 同大学☎6429-9908。
㉙図書館調べ隊
８月１日㈭・２日㈮午後１時～３時、
北図書館１階おはなし室で、自由研
究などに役立つ図書館の資料の調
べ方やまとめ方を。 小学４～６年
生 先着８人 ７月４日から問同
館☎6438-7322㊡月曜日（祝日の
場合は火曜日）。

㉚夏休みこども映画会 地球の未来
のためにはじめよう！COOL 
CHOICE！
８月１日㈭＝武庫東生涯学習プラザ、
２日㈮＝園田西生涯学習プラザ、
５日㈪＝大庄南生涯学習プラザ、
９日㈮＝立花北生涯学習プラザ、
21日㈬＝中央北生涯学習プラザ、
23日㈮＝小田北生涯学習プラザ。
いずれも時間は午後１時30分～３
時30分（23日は午前９時30分～
11時30分）。 小学生以下の人（小
学３年生以下の人は保護者同伴で）
先着各日100人 不要 あま

がさき環境オープンカレッジ☎
6421-0544㊡水・木曜日。

㉛親子エコクッキング
８月2日㈮・６日㈫午前10時～午後２
時、大阪ガス ハグミュージアム（大
阪市）で、調理実習をしながら食べ
物やエネルギーの大切さについての
学びを。 小学４～６年生と保護
者 先着各日13組 ７月４日から
資源循環課☎6409-1341。

㉜夏の虫とり楽しみ隊！
８月３日㈯午前10時～正午（雨天
中止）、尼崎の森中央緑地パークセ
ンターで、虫捕りの名人と一緒に虫
を捕まえて観察を。 抽選50人
７月４日～20日 同センター☎
6412-1900。
㉝サマーナイトフィーバー
８月３日㈯・４日㈰午後５時～９時、
サンモール武庫元町商店街で、模
擬店やダンス・歌などのステージ
を。 不要問武庫元町商店街振興
組合☎6438-0630。
㉞夏休み親子ものづくり体験教室
（技能フェスティバル）
８月４日㈰午前10時～午後４時、ベ
イコム総合体育館サブアリーナで、
太陽光発電模型作りやミニいす作
り、畳コースター作りなどを。 小
学生と保護者 催しにより異なり
ます ７月４日～19日問しごと支
援課☎6430-7635。

㉟立花子ども夏まつり
８月４日㈰午後１時～７時、立花商

店街で、健康ブースや模擬店、演
奏会などを。 不要問立花商店街
振興組合☎6427-6525。
㊱キャナルガイド養成講座
８月５日～９月21日午前９時～正午
計４回、北堀キャナルベースなど
で、尼崎運河の魅力を伝える同ガイ
ドの養成を。 中学生 先着20人
７月４日～19日問ＮＰＯ法人人

と自然とまちづくりと中岡宅☎090-
7362-5741（平日は午前11時30分
～午後０時30分）。
㊲ものづくり体験教室「森の木工
教室」
８月５日㈪・６日㈫午前９時30分か
ら・午後１時からの各２時間、ものづ
くり支援センター（道意町７丁目）
で、木工クラフトや葉脈カードなど
の工作を。 小学生と保護者 先
着各回40人 １人300円 ７月４
日～26日 近畿高エネルギー加
工技術研究所☎6412-7736。
㊳こども将棋教室
８月５日～７日午前10時～11時45
分、地域総合センター南武庫之荘
で、初心者向け講座や対局などを。
４歳児～中学生（就学前児は保

護者同伴で） 抽選24人 ７月５
日～16日 同センター☎6438-
5875。

アマガサキの歴史を調べてみ
たい！そんなアナタに。
尼崎に関する古文書や地図などがあ
り、自由に閲覧できます。「尼崎の地
名」「尼崎の名物」などについての調べ
方をまとめたシートを用意していま
す。問同館☎6482-5246㊡火曜日。

地域研究史料館
環境について学ぶならココが
おすすめ！
図鑑や絵本などの貸出図書が約
2,000冊あり、採集した昆虫の名前
などを調べることができます。環境
学習に役立つ道具の貸出も。問同カ
レッジ☎6421-0544㊡水・木曜日。

最適スポットを
ご紹介します！
最適スポットを
ご紹介します！

宿題宿題に あまがさき環境オープンカレッジ

左記の施設のほか、市内公共
施設にある自習スペースの一
覧を、市のホームページに掲
載しています。「みんなの自
習室」で検索してください。
問 生 涯、学 習！推 進 課☎
4950-0387。

みんなの自習室みんなの自習室
市内の自習室情報を掲載

▶ ▶
夏休み宿題しらべもの
おたすけデスク
７月20日～８月24日午前11時～正
午（日曜日と祝日を除く）、「自由研
究」の資料を探すアドバイスを行い
ます。問中央図書館☎6481-5244
㊡月曜日（祝日の場合は火曜日）。

中央図書館▶
情報誌「まるっとアマガサキ」がどのよ
うに活用されているかを調査するため、
アンケートを実施します。皆さんのご意
見をお待ちしております！下記のＱＲ
コードを読み取って回答してください。
回答者には抽選で30人に
素敵なプレゼントを。問広
報課☎6489-6021。
[回答期限]７月31日まで。

情報誌「まるっとアマガサキ」がどのよ

アンケートにご協力をアンケートにご協力を

〈イベント〉

日時 ８月３日㈯午前９時30分～午後５時30分・
４日㈰午前９時30分～午後４時30分

会場 琴ノ浦高等学校など
問 尼崎市コールセンター

〈イベント〉

日時 ８月３日㈯午前９時30分～午後５時30分

みんなの
サマーセミナー
みんなの
サマーセミナー

※対象や定員、費用は講座により異なります
☎6375-5639

身近なもので楽器を作っ
て鳴らす

講座など、まちの人が先
生となる

講座を300以上もラインナ
ップ !

みんなで学校ごっこを楽し
もう！

ここがオススメです！

・

一緒に作って、演奏しよ〜！



㊴夏休み宿題研究所
８月６日㈫午前10時～午後４時、衛
生研究所で、施設見学や自由研究
に役立つ実験などを。 中学生
先着５人 ７月５日～８月１日
尼崎市コールセンター☎6375-
5639。

㊵じんけんを考える市民のつどい
８月６日㈫午後１時30分～３時20
分、中小企業センター１階ホールで、
「多様な性の存在と、生き方の尊重」
をテーマに講演を。 先着400人
不要問ダイバーシティ推進課☎

6489-6658。
㊶手打ちうどん教室
８月７日㈬午前10時～午後２時、サ
ンシビック尼崎で、うどん作り体験
と試食を。 小学生以上の人（小
学２年生以下の人は保護者同伴で）
先着20人 920円、保険料50円

７月７日～31日問サンシビック
尼崎☎6413-8171㊡月曜日。

㊷「防空必携我
われ
等
ら
の防空紙芝居」 

上演会
８月８日㈭午後１時30分～２時30
分、中央図書館１階セミナー室で、
紙芝居の上演と学芸員による解説
を。 小学生以上の人 先着60人
不要 文化財収蔵庫☎6489-

9801。
㊸食育講座・らくっきんぐ
８月19日㈪午前10時～11時、南部
保健福祉センター栄養室で、大根
を使ったカレー作りを。 小学生以
下の人と保護者 先着10組 １人
100円 ８月５日～16日問南部地
域保健課☎6415-6342。
㊹たのしい！こわーい！おはなし会
８月20日㈫午後２時30分～３時30
分、中央図書館で、楽しい絵本や怖
い話の読み聞かせを。 不要問同
館☎6481-5244㊡月曜日（祝日の
場合は火曜日）。

㊺尼崎城をつくろう
８月22日㈭午後２時～４時、中央図
書館１階セミナー室で、ペーパーク
ラフトで尼崎城の模型作りを。
小学４～６年生 先着20人 ７月
５日から 文化財収蔵庫☎6489-
9801。

㊻阪神電車車両基地見学会
８月23日㈮午前９時30分～11時
30分、阪神電車車両基地（北城内）
で、車両見学や運転台操作体験な
どを。 小学生と保護者 抽選15
組 ８月９日まで問文化振興担当
☎6489-6385。
㊼簡単！保冷剤を手作りしてみよう
８月23日㈮午前10時～11時30分、
園田東生涯学習プラザで、不思議
な薬品を使った保冷剤作りを。 ６
歳児～小学生（小学３年生以下の
人は保護者同伴で） 先着15人
300円 ７月５日から問同プラザ
☎6493-0140㊡水曜日。
㊽田能の水路でザリガニ釣り

平成最後の城「尼崎城」は、平成31年３月29日から一般公
開されています。内部には尼崎城に関する映像作品や展示の
ほか、お姫様や忍者になりきる体験ゾーンや剣術体験ゲーム
などがあり、尼崎の歴史を楽しく学べます！詳しくは尼崎城
（北城内27☎ 6480-5646）。
［開城時間］午前９時～午後５時（入城は午後４時30分ま
で）［入城料］一般・学生500円、小学～高校生250円（１階
は無料）［休城日］月曜日（祝日の場合は火曜日）。

表紙のイラストは

尼崎城
駐車場は有料です。数
に限りがありますの
で、できるだけ公共交
通機関を利用して、お
越しください。

来
て
、
見
て
、
触
っ
て
、

　
　
体
験
し
て
み
よ
う
♪

８月25日㈰午前９時40分～正午
（雨天中止）。農業公園（田能５丁目）
に集合し、水路でザリガニ釣りや生
き物観察を。 200円 不要問
自然と文化の森協会佐藤宅☎070-
5651-1123。

㊾アマ森っこ工房 ヨシでコースタ
ー作り
８月25日㈰午前10時～11時30分、
尼崎の森中央緑地パークセンター
で、ヨシの採集やコースター作りを。
抽選10組 １人100円 ７月４

日～８月11日問同センター☎6412-
1900。
㊿パパといっしょにクッキング！
８月25日㈰午前10時～午後１時、
女性センタートレピエで、魚介類を
使ったパエリア作りなどを。 共働
き世帯の小学生と男性保護者 抽
選12組 ７月４日～24日問同セ
ンター☎6436-6331㊡月曜日。
あましんアルカイックホール 舞

台裏探検ツアー
８月25日㈰午後１時～３時、同ホー
ルで、スポットライトの操作や舞台
装置の動作体験などを。 小・中学
生 抽選20人 ７月４日～25日
総合文化センター事業担当☎

6487-0910。
みんなあつまれ！エコ工作

８月25日㈰午後１時30分～４時、塚
口さんさんタウン２番館コミュニテ
ィホールで、落ち葉や古着などで工
作を。 小学生と保護者など 先着
100人 一部有料 ７月４日～８月
17日 あまがさき環境オープンカ
レッジ☎6421-0544㊡水・木曜日。

本市の魅力や教育の取り組み
などの情報を分かりやすくま
とめたサイトです。ぜひご覧
ください！日 時 ８月22日㈭午前10時～正午

対 象 小学生

すこやかプラザ☎6418-3463問

㈭午前10時～正午

地域のおじいちゃん・おばあちゃんと
一緒にクッキング
地域のおじいちゃん・おばあちゃんと
一緒にクッキング

100円費 用
７月15日～８月20日申 込
先着20人定 員

会 場 保健所 栄養室

〈イベント〉

野菜農家の方のお話を聞いてか

ら、ナスやパプリカ、ウリなどの

夏野菜を調理してみよう！デザー

トもあるかも？ !

ここがオススメです！

け
ん
か
せ
ん
よ
う
に

　
　
　
　
分
け
て
や
ぁ

おいしそうな
におい〜！
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夏休みカレンダー

20 土

①いつでも体験プログラム（８月31日
まで）
②読書じょぎんぐ（８月25日まで）
③藻川で魚捕り＆外来植物の駆除活動
④人形劇フェスタ「武庫」
⑤原爆被害者の会語り部事業
⑥星空なつまつり

21 日 植物園で遊ぼう！

22 月

⑦夏休みオープンスクール（立花）
（８月17日まで）
⑧夏休みオープンスクール（園田）  
（８月25日まで）
⑨キッズクラブ
⑩ジュニアモダンダンス

23 火 ⑪あまがさきお仕事たんけん隊

24 水
⑫こどもパソコン教室
⑬夏休み映画上映会

25 木

26 金

⑭民話を聞く＆糸つむぎとはた織り体
験
⑮夏やすみ・こどもとんぐ作り
⑯打ち水大作戦 in あまがさき
⑰打ち水大作戦 in たちばな
⑱たそがれクリーンキャンペーン

27 土

⑲夏休み親子平和スタディツアー
⑳こども絵画教室
㉑展覧会「気配と存在」（９月23日まで）
㉒勾

まが
玉
たま
をつくろう

㉓怖いはなし大会
㉔星空観察会

28 日

⑲夏休み親子平和スタディツアー
㉒勾

まが
玉
たま
をつくろう

㉕夏の森探検隊！ 昆虫編
㉖小田南キッズサマーセミナー（30日
まで）

29 月 ⑨キッズクラブ

30 火

⑮夏やすみ・こどもとんぐ作り
⑱たそがれクリーンキャンペーン
㉗食品サンプルづくり体験
㉘園田学園女子大学 夏休み子ども講座

31 水
⑬夏休み映画上映会
㉘園田学園女子大学 夏休み子ども講座

７ 水
⑬夏休み映画上映会
㊶手打ちうどん教室

８ 木
㊷「防空必携我

われ
等
ら
の防空紙芝居」 上

演会

９ 金

⑮夏やすみ・こどもとんぐ作り
⑱たそがれクリーンキャンペーン
㉚夏休みこども映画会 地球の未来
の た め に はじ め よ う！COOL 
CHOICE！

10 土
11 日
12 月
13 火
14 水 ⑬夏休み映画上映会
15 木

16 金
⑮夏やすみ・こどもとんぐ作り
⑱たそがれクリーンキャンペーン

17 土
18 日
19 月 ㊸食育講座・らくっきんぐ
20 火 ㊹たのしい！こわーい！おはなし会

21 水

⑬夏休み映画上映会
㉚夏休みこども映画会 地球の未来
の た め に はじ め よ う！COOL 
CHOICE！

22 木
㊺尼崎城をつくろう
地域のおじいちゃん・おばあちゃ

んと一緒にクッキング

23 金

⑮夏やすみ・こどもとんぐ作り
⑱たそがれクリーンキャンペーン
㉚夏休みこども映画会 地球の未来
の た め に はじ め よ う！COOL 
CHOICE！
㊻阪神電車車両基地見学会
㊼簡単！保冷剤を手作りしてみよう

24 土

25 日

㊽田能の水路でザリガニ釣り
㊾アマ森っこ工房 ヨシでコースター
作り
㊿パパといっしょにクッキング！
あましんアルカイックホール 舞

台裏探検ツアー
みんなあつまれ！エコ工作

26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土

１ 木

㉙図書館調べ隊
㉚夏休みこども映画会 地球の未来
の た めにはじ め よう！COOL 
CHOICE！
石の鏃

やじり
をつくってとばそう！

２ 金

⑮夏やすみ・こどもとんぐ作り
⑱たそがれクリーンキャンペーン
㉘園田学園女子大学 夏休み子ども
講座
㉚夏休みこども映画会 地球の未来
の た めにはじ め よう！COOL 
CHOICE！
㉛親子エコクッキング

３ 土

㉘園田学園女子大学 夏休み子ども
講座
㉜夏の虫とり楽しみ隊！
㉝サマーナイトフィーバー
みんなのサマーセミナー

４ 日

③藻川で魚捕り＆外来植物の駆除
活動
㉝サマーナイトフィーバー
㉞夏休み親子ものづくり体験教室
（技能フェスティバル）
㉟立花子ども夏まつり
みんなのサマーセミナー

５ 月

⑨キッズクラブ
㉚夏休みこども映画会 地球の未来
の た めにはじ め よう！COOL 
CHOICE！
㊱キャナルガイド養成講座
㊲ものづくり体験教室「森の木工
教室」
㊳こども将棋教室

６ 火

㉛親子エコクッキング
㊲ものづくり体験教室「森の木工
教室」
㊴夏休み宿題研究所
㊵じんけんを考える市民のつどい

詳しくは、内側の
同じ番号を見てね！同じ番号を見てね！

いつでも体験プログラム（８月31日

㉙図書館調べ隊図書館調べ隊

月８①

まで）
②

月７

星空観察会星空観察会




