
いずれも ７月11日から 同研
究所☎6426-6355。
㛬総合文化センターで
［親子アロマテラピー］８月７日㈰
午後１時30分～３時、アロマの石
けん作りを。 小学生と保護者
先着10組 １組2,000円。
［チリメンモンスターをさがせ！］
８月７日㈰午後２時～4時、ちりめ
んじゃこの中に混じった魚の赤ちゃ
んの観察を。 小学生 先着20
人 1,500円。
いずれも ７月８日から 同セ
ンター☎6487-0808。
㛭文化財収蔵庫で
［人形劇「たけぶんの物語」上演会
と「たけぶんすごろく」］８月９日
㈫午後１時30分～３時、ペープサ
ートの上演などを。 先着30人
不要。

［夏休みこども歴史教室］８月23日
～26日午後１時～３時（24日㈬は
午後１時～２時30分と２時30分～
４時）、尼崎城ペーパークラフト作
りや藍染め体験などを。 小学４
～６年生 先着各回10～ 20人
藍染め体験は300円 ８月４

日から。
同収蔵庫☎6489-9801㊡月曜

日。

㛮むこっ子サマースクール
８月18日㈭・19日㈮午前９時30分
～午後２時、西武庫公園ゆめハウス
で、工作や水路の生き物観察を。
小・中学生。小学３年生以下の人は
保護者同伴で 各日抽選30人
500円 ８月４日～11日 武庫
地域振興センター☎6431-7884。
㛯くらやみ学校
８月20日㈯午後１時30分～３時30
分、社協会館で、「防災」をテーマ
に暗闇の中で工夫できることをゲ

ーム形式で体験します。 小学４
～６年生 先着20人 ７月８日
～８月15日 ボランティアセンタ
ー☎6481-7733。
㛰パパと一緒にクッキング
８月20日㈯午前10時～午後０時30
分、女性センタートレピエで。
共働き世帯の小学生と父 抽選12
組 ７月８日～８月10日 同セ
ンター☎6436-6331 月曜日。

㛱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21日㈰午前10時～午後４時、
ベイコム総合体育館で、LEDオリジ
ナルランプやミニ飾り畳作りなど
を。 小学生と保護者 ７月29
日まで しごと支援課☎6430-
7635。

㛲エコ講座 うちわハガキワークシ
ョップ
８月28日㈰午前10時～正午、園田
地区会館で。 先着15人 200円
８月５日から 同館☎6493-

0140 水曜日。

①忍たま乱太郎ミュージアム特別
企画展 尼崎の戦国史探訪
７月９日～８月28日午前10時～午
後５時（入館は４時30分までに。
８月16日は休館）、総合文化センタ
ー４・５階美術ホールで、原画や忍
者道具コレクションの展示を。
前売り200円～ 800円 不要
総合文化センター文化担当☎
6487-0806。

絵・尼子騒兵衛
②夏の子ども祭り
７月22日㈮午後６時～９時、地域
総合センター上ノ島で、夜店や映

画鑑賞を。 不要 同センター
☎6429-7640。
③自然と文化の森協会から
［神秘的なセミの羽化や光に集まる
虫を観察しよう］７月22日㈮午後
７時30分～９時（雨天中止）、猪名
川公園で。 200円。
［藻川で魚捕り&川遊び］８月７日
㈰午前9時40分～11時40分（雨天
中止）、藻川河川敷（田能１丁目）
で。 200円。
いずれも 不要 同協会福本宅
☎090-4030-3833。

④親と子の夏の夕べ
７月22日㈮（雨天のときは25日
㈪）午後５時から（雨天中止）、高
瀬公園（西立花町３丁目）で、紙
芝居や和太鼓の演奏などを。 不
要 地域総合センター今北☎
6416-5729。
⑤人形劇フェスタ「武庫」
７月23日㈯午後１時30分～３時30
分、武庫公民館で。 300人
不要。手話通訳・要約筆記あり。



同公民館☎6432－1177。
⑥エコ社会見学バスツアー
７月26日㈫午後０時30分～５時30
分、三菱電機㈱伊丹製作所などの
見学を。小学生以下の人は保護者
同伴で。 先着20人 ７月８日～
22日 あまがさき環境オープンカ
レッジ☎6421-0544 水曜日。
⑦薪

たきぎ
能
のう

［富松薪能］７月26日㈫午後５時
30分から（雨天中止）、富松神社で。
［尼崎薪能］８月８日㈪午後５時30
分、大物川緑地野外能舞台で。
いずれも尼崎こども能楽教室によ
る仕舞があります。 不要 総
合文化センター☎6487-0910。
⑧あまらぶ歴史体験学習事業
［バスツアー］７月28日㈭午後０時
45分～５時15分、バスで文化財収
蔵庫と田能資料館へ行き勾

まが
玉
たま
作り

などを。 小学３年生以上の人
先着20人 150円。

［親子体験隊］７月29日㈮・８月５
日㈮・26日㈮午後１時～３時、文化
財収蔵庫や大庄公民館などで、機
織りなどを。 小学生と保護者
先着各日15組 ８月５日は１

人150円。
いずれも ７月８日から 尼崎
市コールセンター☎6375-5639。

⑨水の流れスタディ・バスツアー
７月29日㈮午前９時～午後４時30
分、北部浄化センターなどで、水
の流れに沿って、水の一生（取水
場→浄水場→下水浄化センター）
の見学を。 小学生と保護者
先着20人 ７月８日～ 25日
下水道部経営企画課☎6489-
6551。
⑩打ち水大作戦 IN むこっ子ロー
ド
７月29日㈮午後３時～５時、むこ
っ子ロード（武庫小学校西側）で、
水鉄砲作りや打ち水を。 小学生
以上の人 先着30人 材料費実
費 ７月19日から 武庫地域振
興センター☎6431-7884。
⑪夏休み親子平和スタディツアー
７月30日㈯・８月20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戦争体験
者による体験談などを。 市内
在住の小学４～６年生と保護者な
ど 先着各日20人 ７月８日か
ら 尼崎人権啓発協会☎6489-
6815。
⑫夏まつり
７月30日㈯午前10時～午後３時、
園田地区会館で、自由研究おたす
けコーナーやゲームコーナーなど
を。 一部有料 ７月８日から
同館☎6493-0140 水曜日。

⑬尼の夏まつり

７月31日㈰午後１時30分～３時30
分、すこやかプラザで、輪投げや
ボーリングなどを。 不要 同
プラザ☎6418-3463 水曜日。

⑭中央地区ふれあいサマーコンサート
８月３日㈬午後４時30分～７時
（雨天中止）、中央公園で、吹奏楽
の演奏などを。 不要 市民運
動中央地区推進協議会☎6413-
5371。
⑮とちのきわんぱくキャンプ
８月６日～９日の３泊４日、美方高
原自然の家「とちのき村」で、トレ
ッキングなどを。 小学４～６年
生 先着25人 29,000円～
32,000円 7月８日から 同自
然の家☎0796-97-3600。

⑯サマーナイトフィーバー
８月６日㈯・７日㈰午後５時～９時、

田能遺跡で発見された住居跡に建つ復元円形平地住居の
屋根が、職人と市民ボランティアの手で16年ぶりに葺

ふ
き

替えられました。黄金色に輝くかや葺き屋根や、弥生時
代の暮らしを見に行ってみよう！詳しくは同館（田能６丁
目５-１☎6492-1777）。［開館時間］午前10時～午後５時
（入館は４時30分までに）［費用］無料［休館］月曜日。

サンモール武庫元町商店街で、模
擬店や大道芸ステージなどを。
不要 武庫元町商店街振興組合
☎6438-0630。
⑰立花子ども夏まつり
８月７日㈰午後１時～７時、立花商
店街で、食育ブースや模擬店など
を。 不要 立花商店街振興組
合☎6427-6525。
⑱尼崎かみしばいあつまれ
［①大庄公民館］８月８日㈪午前10
時～午後３時［②小田公民館］８
月８日㈪午後１時30分～２時30分
（ 就学前児と保護者 先着30
組）と２時40分～３時40分（
小学生以上の人 先着30人）。
いずれも ７月８日から 各公
民 館 ① ☎6416-0159② 6495-
3181。
⑲おはなしグループハートフリー
夏休みお楽しみ会
８月９日㈫午後１時30分～３時30
分、園田公民館で、ストーリーテリ
ングなどを。 小学生 ７月８
日から 同公民館☎6491-5496。
⑳こども夏まつり
８月21日㈰午前10時～午後４時、
小田地区会館で、ワイヤークラフト
やパステルアートのワークショップ
などを。 一部有料 不要 同
館☎6488-2574。
㛬たそがれコンサート
８月22日㈪午後４時～６時20分、
あまがさきキューズモール緑遊広
場で。 不要 小田地域振興セ
ンター☎6488-5441。
㛭大根の植え付け
８月27日㈯午前10時30分～正午、
青少年いこいの家で。 先着250
人 １区画1,500円 ７月８日か
ら 同いこいの家☎072-768-
0614。
㛮夏休み親子ミニコンサート＆イ
ベント体験会
８月28日㈰午後１時45分～４時45
分、武庫地区会館で。時間や料金な
どは内容により異なります。 ７
月８日から 同館☎6431-7899。
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21 木

①いつでも体験プログラム（８月31日
まで）
②読書ジョギング（８月31日まで）
③夏休み子ども手話教室
④こどもおさらい教室（８月９日まで）
㛳公民館夏休みオープンスクール（８
月31日まで）
①忍たま乱太郎ミュージアム特別企画
展 尼崎の戦国史探訪（８月28日まで）

22 金

②夏の子ども祭り
③神秘的なセミの羽化や光に集まる虫
を観察しよう
④親と子の夏の夕べ

23 土

⑤古代バッグをつくろう
⑥勾

まが
玉
たま
をつくろう

⑦夏休み工作教室
⑧親子でセミ羽化観察会
⑤人形劇フェスタ「武庫」

24 日 ①あまがさき森っこ活動日
⑨エコ工作

25 月

⑩あまがさき学講座「昔、武庫川は暴
れ川だった」
⑪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！

26 火

⑫ポーセラーツを作ろう！
⑬夏休み短期水泳教室（８月26日まで）
㛴キッズ★サマーセミナー盲導犬と点
字編
⑥エコ社会見学バスツアー
⑦富松薪能

27 水
⑭尼崎市産野菜を使ったクッキング
⑮はじめての陶芸教室
⑯小学生のための手話入門

28 木

②読書感想文 本の選び方講座
⑨あるもんでパッチワーク
⑩100年間の尼崎市の歩みについて調
べる
⑭親子で学ぶデンタルカレッジ
⑮楽しい囲碁教室
⑧あまらぶ歴史体験学習事業（バスツ
アー）

9 火

⑳科学実験プロフェッショナルラボ
㛭人形劇「たけぶんの物語」上演会
と「たけぶんすごろく」
⑲おはなしグループハートフリー夏
休みお楽しみ会

10 水 ⑳科学実験プロフェッショナルラボ
11 木
12 金
13 土
14 日 ⑥石の鏃

やじり
をつくろう

15 月
16 火
17 水

18 木 㛮むこっ子サマースクール

19 金 㛮むこっ子サマースクール

20 土
㛯くらやみ学校
㛰パパと一緒にクッキング
⑪夏休み親子平和スタディツアー

21 日
㛱夏休み親子ものづくり体験教室
（技能フェスティバル）
⑳こども夏まつり

22 月 㛬たそがれコンサート

23 火 ⑳庄下川観察会
㛭夏休みこども歴史教室

24 水 㛭夏休みこども歴史教室
25 木 㛭夏休みこども歴史教室

26 金
㛭夏休みこども歴史教室
⑧あまらぶ歴史体験学習事業（親子
体験隊）

27 土 㛭大根の植え付け

28 日

①あまがさき森っこ活動日
⑨エコ工作
㛲エコ講座 うちわハガキワークショ
ップ
㛮夏休み親子ミニコンサート＆イベ
ント体験会

29 月

30 火 㛯夏期巡回ラジオ体操・みんなの
体操会

31 水

29 金

⑧あまらぶ歴史体験学習事業（親
子体験隊）
⑨水の流れスタディ・バスツアー
⑩打ち水大作戦 IN むこっ子ロード

30 土
⑧こどもネイチャースクール
⑪夏休み親子平和スタディツアー
⑫夏まつり

31 日 ⑬尼の夏まつり

1 月
⑰親子で学校給食の人気メニューを
作ってみよう！

2 火

⑬サルースサマー短期教室（８月27
日まで）
⑰親子で学校給食の人気メニューを
作ってみよう！
⑱親子ボランティア体験学習

3 水
⑲わくわく科学実験イベント
⑳子ども宿題研究所
⑭中央地区ふれあいサマーコンサート

4 木 ⑪夏休み子ども手話講座
⑳子ども宿題研究所

5 金

⑫夏休みキッズレッスン！かわいい
デコカップケーキ
⑳子ども宿題研究所
⑧あまらぶ歴史体験学習事業（親
子体験隊）

6 土

⑥弥生のムラでわくわく体験
㛵みんなのサマーセミナー
⑮とちのきわんぱくキャンプ
⑯サマーナイトフィーバー

7 日

㛬親子アロマテラピー
㛬チリメンモンスターをさがせ！
㛵みんなのサマーセミナー
③藻川で魚捕り&川遊び
⑯サマーナイトフィーバー
⑰立花子ども夏まつり

8 月
⑳科学実験プロフェッショナルラボ
⑦尼崎薪能
⑱尼崎かみしばいあつまれ

月７

月８
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