
平成28年7月19日現在

日 曜日 事業名 時間 問い合せ先 備考

ぎょうじスタンプラリー
読書じょぎんぐ

月曜日は休館日 中央図書館

夏休みしゅくだい
　　　しらべものおたすけデスク

11時～12時
（日曜日・祝日を除く）

中央図書館

尼崎市立文化財収蔵庫第１２回企画展
「夏季学習展　昭和戦前・戦中の小学校」

９時～１７時３０分 文化財収蔵庫

企画展ワークシート配布 ９時～１７時３０分 文化財収蔵庫

21 木 オープンスクール（親子でストレッチ） 10時～12時 武庫公民館

オープンスクール（バルーンアート） 10時15分～11時45分 園田公民館 受付終了

22 金 オープンスクール（ストレッチ体操） 10時～11時30分 中央公民館

オープンスクール（鉛筆デッサン） 13時～15時 小田公民館 受付終了

23 土 オープンスクール（調理実習） 10時～14時 園田公民館 受付終了

オープンスクール（陶芸） 13時～15時 立花公民館 受付終了

オープンスクール（囲碁） 13時～17時 園田公民館

おはなし会 14時～15時10分 北図書館

7/21～
8/31

7/21～
8/31

7/21～
8/31

7/21～
8/31

おはなし会 14時～15時10分 北図書館

おはなしの会（おひざのうえ）０才～３才 14時10分～14時30分 中央図書館

おはなしの会（小さい人）３才～６才 14時30分～15時 中央図書館

おはなしの会（大きい人）小学生 15時～15時30分 中央図書館

24 日 なつのおはなし会 11時～11時30分 北図書館

企画展展示解説と戦前の小学校実写映像上映 13時30分～14時30分 文化財収蔵庫 当日先着30人

25 月
白髪一雄フット・ペインティング
                           ～足で描く絵にチャレンジ～

9時～11時30分 立花公民館

あまがさき学講座
昔、武庫川は暴れ川だった
　　　　　　　人々は武庫川とどう生きてきたか

10時～11時 武庫公民館

オープンスクール（書道） 10時～12時 武庫公民館 受付終了

オープンスクール（パネルシアター作り） 13時30分～15時30分 小田公民館 受付終了

親子で楽しむ陶芸教室 13時30分～16時30分 園田公民館 受付終了

26 火 オープンスクール（布絵本） 10時～12時 園田公民館 受付終了

オープンスクール（フラダンス①） 13時～15時 園田公民館

オープンスクール（シャドウボックス作り） 13時30分～15時30分 小田公民館 受付終了

むかしのくらしを体験しよう
～糸紡ぎ・土器に触れる・体験いろいろ～

13時～17時 文化財収蔵庫
糸紡ぎ・土器に触れる・体験いろいろ
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26 火 13時30分～14時20分 文化財収蔵庫

14時30分～15時30分 文化財収蔵庫

27 水 オープンスクール（コーラス） 10時30～12時 園田公民館

としょかんコアラくらぶ 11時～11時30分 中央図書館

はじめての陶芸教室（とうげいきょうしつ） 13時30分～15時30分 中央公民館 受付終了

オープンスクール（シャドウボックス作り） 13時30分～15時30分 小田公民館 受付終了

小学生のための手話入門 13時30分～15時30分 園田公民館

わくわく木工教室 13時30分～15時30分 武庫公民館 受付終了

オープンスクール（川柳） 14時～15時30分 園田公民館

オープンスクール（フラダンス②） 14時～16時 園田公民館

ビデオじょうえい会 14時30分～15時50分 中央図書館

28 木 オープンスクール（親子でストレッチ） 10時～12時 武庫公民館

お話「たぬきの糸車」「つるのおんがえし」を
　　　　　　　　聞いて糸紡ぎとはた織り体験

オープンスクール（お菓子作り） 10時～12時 武庫公民館 受付終了

オープンスクール（バルーンアート） 10時15分～11時45分 園田公民館 受付終了

オープンスクール（人形劇） 11時～12時 園田公民館

オープンスクール（童画はり絵） 13時～15時 小田公民館 受付終了

わたしたちの尼崎バスツアー 12時45分～17時15分 社会教育課 受付終了

小学生のための手話入門 13時30分～15時30分 園田公民館

マエアツツアー 13時30分～14時 中央図書館

楽しい囲碁（いご）教室　なつやすみ編 13時30分～15時 中央公民館 受付終了

夏休み社会科自由研究
100年間の尼崎市の歩みについて調べる

13時30分～15時30分 武庫公民館

「くるくるまわる！カライドサイクル！」 14時～16時 園田公民館 受付終了

読書感想文　本のえらび方講座 14時～15時30分 中央図書館 要申込

29 金 わたしたちの尼崎親子体験隊！ 13時～15時 社会教育課 コールセンターにて受付
受付終了

楽しい囲碁（いご）教室　なつやすみ編 13時30分～15時 中央公民館 受付終了

オープンスクール（カルトナージュ（フランス布箱）作り） 13時30分～15時30分 小田公民館

小学生のための手話入門 13時30分～15時30分 園田公民館小学生のための手話入門 13時30分～15時30分 園田公民館
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29 金
わたしたちの尼崎親子体験隊！
　　　　　　　（文化財収蔵庫）

13時～15時 社会教育課 受付終了

読書感想文って難しい？
ベテランの先生がやさしく教える感想文の書き方

13時30分～15時30分 武庫公民館 受付終了

30 土 オープンスクール（絵本朗読・折り紙など） 10時～11時30分 武庫公民館

オープンスクール（折り紙） 13時３0分～16時30分 園田公民館 受付終了

オープンスクール（茶道） 15時～16時 園田公民館 受付終了

怖いはなし大会 14時～15時 北図書館

おはなしの会（おひざのうえ）０才～３才 14時10分～14時30分 中央図書館

おはなしの会（小さい人）３才～６才 14時30分～15時 中央図書館

おはなしの会（大きい人）小学生 15時～15時30分 中央図書館

31 日
第5次北図書館調べ隊
「鳥博士にきく！身近な鳥にのふしぎ」①

10時～12時 北図書館

オープンスクール（着付） 10時～12時 立花公民館

問合せ先一覧

★ 田能資料館 ℡０６－６４９２－１７７７ ★文化財収蔵庫 ℡０６－６４８９－９８０１★ 田能資料館 ℡０６－６４９２－１７７７ ★文化財収蔵庫 ℡０６－６４８９－９８０１

★ 中央図書館 ℡０６－６４８１－５２４４ ★北図書館 ℡０６－６４３８－７３２２

★ 中央公民館 ℡０６－６４８２－１７５０ ★小田公民館 ℡０６－６４９５－３１８１

★ 大庄公民館 ℡０６－６４１６－０１５９ ★立花公民館 ℡０６－６４２２－６７４１

★ 武庫公民館 ℡０６－６４３２－１１７７ ★園田公民館 ℡０６－６４９１－５４９６


