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小・中学生が楽しめる講座やイベントなどの情報を掲載しています！

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



　もうすぐ、クリスマスやお正月など楽しいイベン
トが盛りだくさんの冬休みが始まります。
　クリスマスツリーの形をしたクッキー作り教室や
将棋教室の情報をはじめ、カルタ大会や餅つきイベ
ントの情報など、この冬をさらに楽しめる情報をま
るっとお届けします！
※料金表示のないものは無料です

いつでも体験プログラム

そろばん教室体験 子ども将棋教室体験

脳内表現塾 パステルアート 古代のくらし体験学習会「弥生土器を作ろう」

ポプソン英語講習会エコ工作

オープンカレッジ活動の森を育てよう
～ヤギとクリスマスグッズづくり～

子どもいけばな教室

DIY作り方講座

クリスマス親子アイシングクッキー教室

児童画教室体験

青少年センター
アマガサキの歴史を調べるならココ！
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。ぜひご利用ください

地域研究史料館▶ ▶

DATA：昭和通２丁目7-16
総合文化センター７階。利
用時間＝午前９時～午後５
時 3 0 分 問 同 館 ☎
6482-5246㊡火曜日と12
月29日～１月３日

静かに学習できる環境も整っています
南館ロビーでは、インターネットを利用したり、学
習やおしゃべり、読書などができ、自由に過ごすこ
とができます。身近な材料で作品を作る体験メ
ニューもあります

▶

DATA：栗山町２丁目25-1。利用時
間＝平日：午前９時～午後９時（中学
生以下は午後５時まで）、日曜日・祝
日：午前９時～午後５時。青少年優
先。問青少年課☎6429-3020㊡月曜
日と12月29日～１月３日

公民館
学習スペースを開放します
12月24日・26日～28日・１月４日～７日午前９時
～午後５時、各公民館の学習スペースを開放しま
す。自主学習の場としてご活用ください。対象は市
内在住か在学の小～大学生

▶

DATA：

環境活動を応援するための施設です
図鑑や絵本などの貸出図書が約2,000冊あり、環境
学習に役立つ道具も貸し出しています。公害歴史
を学べるパネルも展示しています

DATA：南塚口町２丁目1-3
塚口さんさんタウン３番館
６階。利用時間＝午前10時
～午後５時問同カレッジ☎
6421-0544㊡水曜日と12
月28日～１月４日

あまがさき環境オープンカレッジ

中央☎6482-1750
小田☎6495-3181
大庄☎6416-0159
立花☎6422-6741
武庫☎6432-1177
園田☎6491-5496

公
民
館

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。問ひと咲き施策推
進担当☎6489-6487。

みんなの自習室みんなの自習室
21カ所の自習室情報を掲載

宿題宿題宿題に
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！

思いっきり

冬冬
り

ももうう！！しし
思いっき

楽楽をを

観光やイベント、文化・芸術などの
ほか、災害時などに
は緊急情報も発信
します。問情報政策
課☎6489-6202。

尼崎市公式LINE@
保護者の皆様 ぜひご登録を

12月15日〜１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、12月は間伐材でサン
タ作り、１月は冬の生き物クイズ
を。期間中毎日、工作体験もでき
ます。 不要問尼崎の森中央緑
地パークセンター☎6412-1900。

12月17日㈯午前９時45分〜午後０時30
分、尼崎の森中央緑地パークセンター
で、森の手入れやクリスマスグッズ作り
を。 先着20人 12月８日から問あ
まがさき環境オープンカレッジ実行委員
会☎6421-0544㊡水曜日。

12月25日㈰午後１時30分〜３時
30分、あまがさき環境オープンカ
レッジで、間伐材や自然の物を使
って工作を。 不要問あまがさ
き環境オープンカレッジ実行委員
会☎6421-0544㊡水曜日。

１月21日㈯・28日㈯午後１時〜２
時30分、小田地区会館で、48色
のパステルを指を使って、感じた
ままを表現していきます。 ９歳
以上の人 先着20人 500円
１月５日から問小田地区会館☎

6488-2574㊡水曜日。

１月21日㈯午前10時30分〜正午と午後
１時30分〜３時、総合文化センターで、
自分が描きたいものを題材に水彩画な
どを。 小学生 先着各回５人 受講
料1,080円、画用紙代30円 12月８日
から問総合文化センター文化担当☎
6487-0808。

１月14日㈯午後５時〜６時、総合
文化センターで、大人と一緒にそ
ろばん教室体験を。レベルに応じ
て指導します。初心者歓迎。 小
学生 先着５人 受講料1,080円
12月８日から問総合文化セン

ター文化担当☎6487-0808。



　もうすぐ、クリスマスやお正月など楽しいイベン
トが盛りだくさんの冬休みが始まります。
　クリスマスツリーの形をしたクッキー作り教室や
将棋教室の情報をはじめ、カルタ大会や餅つきイベ
ントの情報など、この冬をさらに楽しめる情報をま
るっとお届けします！
※料金表示のないものは無料です

いつでも体験プログラム

そろばん教室体験 子ども将棋教室体験

脳内表現塾 パステルアート 古代のくらし体験学習会「弥生土器を作ろう」

ポプソン英語講習会エコ工作

オープンカレッジ活動の森を育てよう
～ヤギとクリスマスグッズづくり～

子どもいけばな教室

DIY作り方講座

クリスマス親子アイシングクッキー教室

児童画教室体験

青少年センター
アマガサキの歴史を調べるならココ！
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。ぜひご利用ください

地域研究史料館▶ ▶

DATA：昭和通２丁目7-16
総合文化センター７階。利
用時間＝午前９時～午後５
時 3 0 分 問 同 館 ☎
6482-5246㊡火曜日と12
月29日～１月３日

静かに学習できる環境も整っています
南館ロビーでは、インターネットを利用したり、学
習やおしゃべり、読書などができ、自由に過ごすこ
とができます。身近な材料で作品を作る体験メ
ニューもあります

▶

DATA：栗山町２丁目25-1。利用時
間＝平日：午前９時～午後９時（中学
生以下は午後５時まで）、日曜日・祝
日：午前９時～午後５時。青少年優
先。問青少年課☎6429-3020㊡月曜
日と12月29日～１月３日

公民館
学習スペースを開放します
12月24日・26日～28日・１月４日～７日午前９時
～午後５時、各公民館の学習スペースを開放しま
す。自主学習の場としてご活用ください。対象は市
内在住か在学の小～大学生

▶

DATA：

環境活動を応援するための施設です
図鑑や絵本などの貸出図書が約2,000冊あり、環境
学習に役立つ道具も貸し出しています。公害歴史
を学べるパネルも展示しています

DATA：南塚口町２丁目1-3
塚口さんさんタウン３番館
６階。利用時間＝午前10時
～午後５時問同カレッジ☎
6421-0544㊡水曜日と12
月28日～１月４日

あまがさき環境オープンカレッジ

中央☎6482-1750
小田☎6495-3181
大庄☎6416-0159
立花☎6422-6741
武庫☎6432-1177
園田☎6491-5496

公
民
館

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。問ひと咲き施策推
進担当☎6489-6487。

みんなの自習室みんなの自習室
21カ所の自習室情報を掲載

宿題宿題宿題に
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！

思いっきり

冬冬
り

ももうう！！しし
思いっき

楽楽をを

観光やイベント、文化・芸術などの
ほか、災害時などに
は緊急情報も発信
します。問情報政策
課☎6489-6202。

尼崎市公式LINE@
保護者の皆様 ぜひご登録を

①武庫地区会館＝12月24日㈯午前10時・
11時から②園田地区会館＝12月25日㈰午
後１時30分・２時30分・３時30分から。い
ずれも各50分間。 小学〜高校生（小学
３年生以下の人は保護者同伴で） 先着
①10人②各回15人 700円 12月８日
〜16日に問西宅☎090-7550-2981。

12月25日㈰午後１時30分〜３時
30分、園田公民館で、親子で協力
しながらアイシングクッキー作り
を。 小学生と保護者 抽選15
組 １組1,000円 12月８日〜
15日に問園田公民館☎6491-
5496。

１月22日㈰午後１時30分〜４時・２
月19日㈰（雨天のときは26日㈰）
午前11時〜午後３時、田能資料館
で。 小学３年生以上の人（小学
生は保護者同伴で） 先着20人
200円 １月４日から問田能資

料館☎6492-1777㊡月曜日。

１月15日㈰午後１時〜２時30分、
総合文化センターで、将棋のルー
ルや駒の動かし方など、将棋を初
歩から学べる体験教室を。 小学
生 先着５人 受講料1,080円
12月８日から問総合文化セン

ター文化担当☎6487-0808。

尼崎市からのお知
らせです。展示会
を開催します。

１月15日㈰午後１時〜２時30分、
立花地区会館で、本棚やイスなど
色々な物の作り方を学びます。
先着10人 12月
８日から問立花地
区 会 館☎6429-
6431㊡水曜日。

１月22日㈰午後２時30分〜４時
30分、小田地区会館で、テキスト
を使って実践的な英会話の練習な
どを。 中学生以上の人 先着
48人 500円 １月５日から問
小田地区会館☎6488-2574㊡水
曜日。
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図書館福袋

猪名川自然林で楽しもう

冬のキャナルウオーク

新年読み初め会 新春カルタ大会
～「富松カルタ」を使って

市制100周年記念事業ファイナルコンサート

ベートーヴェン「第九」
あまがさき森っこ活動日 地域交流もちつき大会

イベント

日常の中のドラマ展
インスタレーション・映像・絵画

ハッピークリスマス・
ミニコンサート

中央地区まつり
もちつきふれあい広場

チャリティーカレンダー市

12月25日㈰午後３時から、あましんアルカイ
ックホールで、アマチュア混声合唱団「市制
100周年記念合唱団を結成し、市制100周年
記念事業を締めくくる「第九」コンサートを開
催。 先着1,800人 前売り3,500円問あま
しんアルカイックホール☎6487-0910。

１月21日㈯午後０時30分〜３時（雨天中止）。
阪神尼崎センタープール前駅南側に集合し、
北堀運河や尼ロッ
クなどへ。 先着
30人 不要問尼
崎キャナルガイド
の会佐伯宅☎090-
8191-9543。

１月９日㈪午前11時〜午後４時・10日㈫午前
10時〜午後３時、武庫地区会館で、企業や個
人から寄贈を受けたカレンダーを販売。売り
上げは災害援護活動資
金として活用します。
不要問武庫地域振

興センター☎6431-
7884。

12月24日㈯午後２時〜４時、地域総合セ
ンター南武庫之荘で、コーラス・ハンドベル
教室の生徒による発表や、地域のミュージ
シャンたちによるパフォーマンスなどを。
不要問地域総合センター南武庫之荘

☎6438-5875。

12月23日〜２月19日午前11時〜午後７時（土・日
曜日、祝日は午前10時〜午後６時、火曜日と12月29
日〜１月３日は休館）、あまらぶアート
ラボ（西長洲町２丁目33-1）、日常の
中に隠されたドラマをテーマに若手
作家３人のグループ展を。 不要問
都市魅力創造発信課☎6489-6385。

12月26日㈪午前９時〜11時、地域総合センター水
堂分館で、地域の方と交流を図りながら、餅つき
を。つきたてのお餅
の試食もあります。
不要問地域総

合センター水堂☎
6436-8681。

①12月25日㈰・②１月22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、①クリス
マスパーティと、②木の葉で
お面作りを。 ①抽選20人
②先着20人 12月８日〜
11日問尼崎の森中央緑地
パークセンター☎6412-
1900。

１月５日㈭・６日㈮午前９時〜午後８時、北図
書館で、様々なテーマで選んだ本３冊を書名
の見えない状態で
貸出。 先着各日
30人 不要問北
図 書 館 ☎6438-
7322㊡月曜日と
毎月最終木曜日。

１月７日㈯午後２時30分〜３時30分、中央図
書館で、絵本の読み聞かせやカルタ大会を。
３歳児〜小学生

と保護者 不要
問中央図書館☎
6481-5244 ㊡ 月
曜日と毎月最終木
曜日。

１月８日㈰午前９時40分〜11時40分（雨天中
止）、猪名川公園などで、冬芽の観察や木の顔
探しを。 先着
40人 200円
12月８日から問自
然と文化の森協会
福 本 宅 ☎090-
4030-3833。

１月21日㈯午前10時〜午後１時、難波の梅小
学校運動場で、餅つきコーナーや、ぜんざい
の販売、昔の遊びコーナー、手作りおもちゃ
コーナー、働く車コーナー（消防自動車・トラ
ック展示）、新鮮野菜の販売、交通安全教室な
どを。 不要問中央地域振興センター☎
6413-5371。

１月８日㈰・９日㈪午後２時〜３時、北図書館
で、「富松カルタ」を使ったカルタ大会を。
先着各日８人 12月13日から問北図書館☎
6438-7322㊡月曜日と毎月最終木曜日。


