
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２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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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

イラスト：米村 治美（絵師）
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〈学びの場㉛〉

日時 ８月５日㈯・６日㈰午前９時～午後４時 会場 尼崎双星高等学校
問 尼崎市コールセンター

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、事前申し込みの有無は講座により異なります

☎6375-5639

ドローン空撮や大道芸講
座など、

まちの人が先生となる約3
50の講

座をラインナップ！みんな
で学校

ごっこを楽しみませんか？

ここがオススメです！

先
生
、
す
ご
　
い
！

〜

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月は夏の生き物クイズ、８月は葉
っぱのカード作りを。 不要。
［あまがさき森っこ活動日］◆森の
生き物サイエンス ７月23日㈰午前
10時～11時30分。 抽選20人
７月16日までに。◆コベルコ森

の童話大賞 コラボ企画 森の探検
隊 ８月27日㈰午前10時～11時30
分。 先着20人 不要。
いずれも 同センター☎6412-
1900。

②親子でセミ羽
う
化
か
観察会

７月21日㈮午後７時30分～９時、
元浜緑地で。 小学生と保護者
先着20人 小学生は１人200円
７月４日から 中央公園パーク

センター☎6411-8714㊡水・木曜
日。
③公民館夏休みオープンスクール
７月21日～８月31日、各公民館で、

ギターや絵画などの体験講座を。日
時・料金は講座により異なります。
小・中学生と保護者 ７月４日

から 各公民館（中央☎6482-
1750・小田☎6495-3181・大庄☎
6416-0159・立花☎6422-6741・武
庫 ☎6432-1177・園 田 ☎6491-
5496）。
④文化財収蔵庫で
［クイズとゲームで探検！「江戸時
代のお魚天国・尼崎」］◆クイズ・ワ
ークシート ７月21日～８月31日午
前９時～午後５時30分。◆ゲーム
と塗り絵 ８月１日㈫午後２時30分
～４時。
［民話を聞いて糸紡

つむ
ぎ・機

はた
織り体験］

７月26日㈬午後１時30分～２時20
分・２時30分～３時30分、民話「た
ぬきの糸車」などを聞いてから糸紡
ぎ・機織り体験を。
[人形劇「茨木童子 尼崎で生まれ
た鬼のお話」上演会]
８月１日㈫午後１時30分～２時30
分、ペープサートの上演を。 先
着30人。
いずれも 不要 同収蔵庫☎
6489-9801㊡月曜日。
⑤北図書館で
［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（日
曜日・祝日は午後４時45分まで）、読
んだ本を記録して100冊賞を目指そ
う。 小学生 不要。
[図書館調べ隊]８月３日㈭・４日㈮

午後１時～３時、図書館の資料を使
った調べ方などの学びを。 小学
４～６年生で両日参加できる人
先着８人 ７月４日から。
いずれも 同館☎6438-7322㊡
月曜日。
⑥自然と文化の森協会から
［神秘的なセミの羽

う
化
か
に立ち会お

う］７月21日㈮午後７時30分～９
時（雨天中止）、猪名川公園で。
200円 不要。
［藻川の水生生物調査&外来植物の
駆除］７月23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 不
要。
いずれも 同協会福本宅☎090-
4030-3833。

⑦Tシャツ de エコバッグ作り
７月23日㈰午前10時～11時30分、
園田地区会館で。 先着15人
７月４日から 同館☎6493-0140
㊡水曜日。
⑧地域総合センター南武庫之荘で
［子ども将棋教室］７月24日～26
日午前10時～11時30分、初心者向
け講座などを。 ４歳児～中学生
先着20人 ７月８日～21日。

　 ＝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】



［古代バッグをつくろう］８月21日
㈪午前10時～11時30分、布の鞄に
埴
はに
輪
わ
や古墳のスタンプでデザイン

を。 ４歳児～小学生 先着30人
500円 ８月７日～18日。

いずれも就学前児は保護者同伴で。
同センター☎6438-5875。

⑨夏休み子ども手話教室
７月25日～８月８日午前10時～11
時30分計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５人 ７月10日～21日
同センター☎6429-7640。

⑩園田公民館から
[親子で楽しむ陶芸]７月25日㈫・８
月８日㈫・29日㈫午後１時30分～４
時30分（８月８日は午後３時30分
まで・29日は午後２時30分まで）、
尼崎双星高等学校で。 小学生と
保護者 抽選15組 １組800円
７月４日～14日。

［親子で楽しむピカピカカラー泥だ
んご］７月27日㈭午前10時～正
午、ひと咲きプラザで、色のついた
漆
しっ
喰
くい
とガラス瓶で光るカラー泥だん

ご作りに挑戦を。 小学生と保護
者 先着15組 １組1,000円 ７

月６日から。
［親子で楽しむアイシングクッキ
ー］８月６日㈰午後１時30分～３時
30分、同館で。 小学生と保護者
先着15組 １組1,000円 ７月

10日～20日。
いずれも 同館☎6491-5496。
⑪大庄公民館で
[あまがさき発 配管ブロックでみん
なとあそぼう！]７月26日㈬午後２
時～４時。 ４歳児～小学生（３年
生以下の人は保護者同伴で） 先
着50人（うち先着20人は、カブト
ムシ作りに参加できます。 300
円） ７月４日～18日。
[夏休み陶芸 de 貯金箱づくり]７月
27日㈭午後１時30分～４時30分・８
月10日㈭午前10時～正午。 小学
４～６年生 先着12人 1,000円
７月４日～21日。

いずれも 同館☎6416-0159。
⑫ものづくり体験教室「森の木工教
室」
７月27日㈭・28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、うぐいす笛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 小学生は１人300円
７月４日～21日 近畿高エネルギ
ー加工技術研究所☎6412-7736。

⑬中央図書館で
［読書感想文 本の選び方講座］７
月27日㈭午後２時～３時30分、読
書感想文の本の選び方やまとめ方
を。 小学生と親 先着10組
７月11日から。
[としょかん工作くらぶ「かさぶく
ろで空とぶドラゴンをつくろう」]
８月15日㈫午後２時～３時。 小
学生と親 先着15組 ８月５日か
ら。
いずれも 尼崎市コールセンター
☎6375-5639。
⑭星空観察会 木星・土星を見よう
７月28日㈮（雨天のときは８月５日
㈯）午後７時30分～９時、園田支
所で。小学生以下の人は保護者同
伴で。 不要 園田地域振興セ
ンター☎6491-2361。

⑮環境講座「ビオトープってな～に
？」
７月30日㈰午前10時～11時30分、
上坂部西公園で、生態系や食物連
鎖などの学習を。 中学生以上の
人 先着20人 ７月４日から
同公園緑の相談所☎6426-4022。
⑯田能資料館で
［勾

まが
玉
たま
をつくろう］７月30日㈰午後

１時30分～４時、弥生人のアクセ
サリーであった勾玉づくりを。
200円 ７月11日～28日。
［石の鏃

やじり
をつくってとばそう！］８

月19日㈯午後１時～４時30分、鏃
を作って矢を飛ばす体験などを。
120円 ７月11日～28日。

いずれも 小学３年生以上の人
（小学生は保護者同伴で） 先着各
20人 同館☎6492-1777㊡月曜
日。
⑰夏休み楽しい子ども手話講座
７月31日～８月２日午前10時～正
午、塚口南地域学習館で。 小学
生 先着20人 ７月５日～25日
立花公民館☎6422-6741。

⑱園田学園女子大学 子ども講座
［なるほど！読書感想文］８月１日
㈫・８日㈫午前10時40分～午後０時
10分。 先着15人 1,000円。
［おもしろ算数］ ８月１日㈫午後１時
～２時30分。 先着30人 500円。
いずれも同大学で、専門の先生によ
る講座を。 小学３～６年生 ７
月４日～25日 同大学☎6429-
9908。
⑲サンシビック尼崎から
［サルースサマー短期教室］８月１
日～23日、各地区体育館で、トラ
ンポリンや跳び箱などの教室を。時
間・対象・定員・料金はクラスにより
異なります。 ７月15日から。
［うどん作り教室］８月26日㈯午前
10時～午後２時、サンシビック尼崎
で。 小学生以上の人 先着20人
920円、災害補償制度運営費50

円 ７月26日～８月22日。
いずれも サンシビック尼崎☎
6413-8171㊡月曜日。

アマガサキの歴史を調べた
くなったらココ！
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。問同館☎6482-5246㊡火曜日。

地域研究史料館

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 ▶
公民館の学習スペースを
開放します！
７月21日～８月31日午前９時～午
後５時（日曜日と祝日を除く）、全
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を。
問中央公民館☎6482-1750。

公民館▶

〈学びの場32〉

日時 ８月 16日～18日午後１時 30分～３時 30分
会場 衛生研究所

申込 ７月４日から
問 同研究所☎6426-6355

七色いくらを作るおもしろ科学実
験や

専門の器具や機器を使ったプロフ
ェッ

ショナルな実験など、自由研究に
役立

つ教室がいっぱい！

ここがオススメです！

子ども宿題研究所子ども宿題研究所
対象 小・中学生

定員 各日先着30人



⑳保健所から
［親子で学ぶデンタルカレッジ］８
月３日㈭午後１時30分～３時、保健
所で、虫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 ７月４日から。
［夏休みのおやつはこれできまり！
食育サポーターと一緒に作って食
べてみよう！］８月24日㈭午前10
時～11時30分、武庫地区会館で、
餃子の皮ピザやみたらしだんごを。
小学生 先着15人 200円

８月７日から。
いずれも 健康増進課☎4869-
3053。

㉑親子ボランティア体験学習
８月３日㈭午後１時30分～３時30
分・９日㈬午後０時45分～３時10
分、中央公民館などで、聴覚障害
者と手話での交流や特別養護老人
ホームでボランティア体験などを。
小学生と保護者 先着10組

７月５日～21日 尼崎市コールセ
ンター☎6375-5639。
㉒チリメンモンスターを探せ
８月５日㈯午後２時～4時、総合文
化センターで、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
７月４日から 同センター☎

6487-0808。
㉓夏休み工作教室
８月６日㈰午前９時～正午、大庄地
区会館で、竹や紙を使ってけん玉作
りを。 ３歳児～小学生（３年生以
下の人は保護者同伴で） 先着30
人 500円 ７月７日～25日
同館☎6419-3667㊡木曜日。
㉔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６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４日～

21日 しごと支援課☎6430-
7635。
㉕オープンファクトリー
８月８日㈫午後１時～５時30分。尼
崎商工会議所に集合し、バスで市内
の事業所を訪問。ものづくりに関す
る講話や見学を。 中学生 各コ
ース先着15人 ７月４日～20日
同会議所☎6411-2252。

㉖むこっ子サマースクール
８月17日㈭・18日㈮午前９時30分～
午後２時、西武庫公園ゆめハウス
で、日帰りデイキャンプや工作教室
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３日～９日
武庫地域振興センター☎6431-

7884。
㉗こども作文教室「コトバのチカ
ラ」体験会
８月18日㈮午前10時30分～正午、
立花地区会館で、文章を書くための
簡単な型などを。 小学生 先着
10人 500円 ７月４日から
同館☎6429-6431㊡水曜日。
㉘キッズクッキング＆ママリラック
ス
８月19日㈯午前10時～午後１時、

女性センタートレピエで。 小学
生と働いている母 抽選15組 ７
月28日まで 同センター☎6436-
6331㊡月曜日。
㉙わくわく体験教室 水ロケット作り
教室
８月24日㈭午前10時～正午・午後１
時～３時、青少年センターで。
小学生 抽選40人 100円 ７
月18日～８月14日 青少年課☎
6429-3020㊡月曜日。
㉚地域のおじいちゃん・おばあちゃ
んと一緒にクッキング
８月28日㈪午後１時30分～４時、
すこやかプラザで。 小学生 先
着20人 ８月４日から 同プラ
ザ☎6418-3463㊡水曜日。

①親と子の夏の夕べ
７月21日㈮（雨天のときは24日㈪）
午後５時から、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。
②夏祭り
７月23日㈰午前10時～午後２時、
立花地区会館で、大道芸の体験や

虫よけスプレー作りなどを。 不要
同館☎6429-6431 水曜日。

③あまらぶ歴史体験学習事業
［バスツアー］７月26日㈬午後１時
～５時30分、バスで中央図書館や
文化財収蔵庫へ。 小学３年生以
上の人 先着20人。
［親子体験隊］８月４日㈮・10日㈭・
18日㈮午後１時～３時、田能資料館
や大庄公民館などで、ブローチ作り
などを。 小学生と保護者 先
着各日15組 ８月４日は１組200
円。
いずれも ７月５日～21日 尼
崎市コールセンター☎6375-5639。
④親子エコクッキング
７月27日㈭・８月４日㈮午前９時～
午後４時。市役所に集合し、バスで
ハグミュージアム（大阪市）へ。
小学４～６年生と保護者 各日

先着10組 ７月４日から 資源
循環課☎6409-1341。
⑤あまがさき環境オープンカレッ
ジから
[打ち水大作戦 in あまがさき]７月
28日㈮ 午後３時～５時、塚口さん
さんタウンスカイコムで、打ち水と
縁日を。 不要。
［エコ社会見学バスツアー］７月31
日㈪午後０時30分～５時。市役所

日時 ８月８日㈫・16日㈬・19日㈯
午前10時45分～午後２時

会場 青少年いこいの家（川辺郡猪名川町）

同いこいの家☎072-768-0614問

〈イベント㉒〉

夏休み工作
＆流しそうめん
夏休み工作
＆流しそうめん

親子で協力して工作したり、みんなで流しそうめんを食べたり、豊かな自然の中で参加者との交流を楽しもう！

ここがオススメです！

中学生以上の人800円、４歳児～小学生
500円、３歳以下の人100円

費用

７月４日～21日申込各日抽選100人定員

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。

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。
問尼崎大学・学びと育ち研究
担当☎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

▶ あまっこ健診あまっこ健診
市内在住の11歳・14歳の人を
対象に生活習慣病予防健診を市
役所や公民館などで実施してい
ます。対象者には７月上旬に受
診券を送付します。料金は無料。
事前に予約が必要です。問健康
支援推進担当☎6489-6797。



に集合し、環境関連企業の見学など
を。 小学４年～中学生 先着
20人 ７月４日～25日。
[ヤギと一緒にオープンカレッジ活
動の森を育てよう]８月19日㈯午前
10時～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
れとエコ工作を。 先着20人 ７
月４日～８月14日。
いずれも 同カレッジ☎6421-
0544 水・木曜日。

⑥夏休み親子平和スタディツアー
７月29日㈯・８月19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。 小学生と保
護者など 先着各日20人 ７月
10日から 尼崎人権啓発協会☎
6489-6815、FAX6489-6818。
⑦夏のつどい
７月29日㈯午前10時～午後１時、

大庄コミュニティルームで、プール
遊びや模擬店などを。 不要
大庄地域振興センター☎6419-
8221。
⑧夏まつり
７月29日㈯午前10時～午後２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４日から 同

館☎6493-0140 水曜日。
⑨こわいはなし大会
７月29日㈯午後２時～３時、北図書
館で、ストーリーテリングを。
不要 同館☎6438-7323 月曜
日。
⑩世代間交流広場ほのぼの 尼の夏
祭り
７月30日㈰午後１時30分～３時30
分、すこやかプラザで、むかし遊び
や盆踊りを。 不要 同プラザ
☎6418-3463 水曜日。
⑪あまらぶアートラボ 夏休み展覧
会
８月２日～９月24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）、同ラボ
（西長洲町２丁目）で、3人のアーテ
ィストによる「動く」作品の展示
を。期間中にワークショップも実施。
不要 シティプロモーション

事業担当☎6489-6385。
⑫ＫAＰＬAワークショップ
８月２日㈬午後１時30分～３時30
分、大庄地区会館で、カプラ（フラ
ンス生まれの積み木）の遊び方の指
導・実演などを。 先着100人
不要 大庄地区婦人連絡協議会☎
6419-8225。
⑬サマーナイトフィーバー
８月５日㈯・６日㈰午後５時～９時、
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。
⑭立花子ども夏まつり
８月６日㈰午後１時～７時、立花商
店街で、食育ブースや模擬店、演
奏会などを。 不要 立花商店
街振興組合☎6427-6525。
⑮みんな集まれ、８月８日 紙芝居
の日
８月８日㈫午前10時～正午・午後３
時～４時、大庄公民館で、紙芝居の
鑑賞と実演体験を。 不要 同
館☎6416-0159。
⑯１日図書館員
８月８日㈫午前11時～午後０時30
分、中央図書館で、図書館の仕事
体験を。 小学生 先着６人 ８
月３日から 同館☎6481-5244㊡

〈イベント㉓〉

日時 ８月21日㈪午前９時30分～11時30分
会場 阪神電車車両基地（北城内）

定員 抽選15組
申込 ８月４日～14日
問 あまがさき・魅力案内所☎050-3772-5410

普段は入れない車両基地で
電車の

仕組みを見て、ふれて、楽
しく学

ぼう！運転台操作や、つり
革制作

などの体験もできるよ！

ここがオススメです！

電車をみて、ふれて、楽しく学ぼう！

阪神電車車両基地見学会
電車をみて、ふれて、楽しく学ぼう！

阪神電車車両基地見学会

対象 小学生と保護者

大物公園（東大物町）にはD51型蒸気機関車が展示され
ています。この機関車は子どもたちの強い要望を受け、
昭和48年に国鉄から無償貸与されたものでした。普段は
フェンスで囲ってありますが、開放日には蒸気機関車内に
入ることができます。ボランティアの人から説明を聞くこ
ともできますよ！詳しくは青少年課☎6429-3020㊡月曜
日。［開放日時］４月～11月の第３日曜日午前10時～正午
・午後１時～４時）［費用］無料。

表紙のイラストは
D51型蒸気機関車

駐車場がありません。
公共交通機関を利用し
て、お越しください。
阪神電車「大物」駅よ
り、北側へ徒歩５分で
す

大物公園

月曜日。
⑰さわって遊ぶエコキャップの世
界
８月19日㈯午前10時～正午、あま
がさきキューズモールレンガの広場
で。 小学生以下の人 一部定員
あり 不要 ボランティアセンタ
ー☎6481-7733。
⑱じんけんを考える市民のつどい
８月22日㈫午後１時30分～３時20
分、中小企業センターで。 先着
400人 不要 ダイバーシティ
推進課☎6489-6658、FAX6489-
6111。
⑲夕やけコンサート 立花吹奏楽フ
ェスティバル
８月23日㈬午後２時30分～５時20
分、塚口さんさんタウンスカイコム
で。 不要 社会福祉協議会立
花支部☎6427-7770。

⑳和楽器演奏集団独
こ
楽
ま
 公演プレイ

ベント「親子招待コンサート」
８月25日㈮午後２時～３時、あまし
んアルカイックホール・オクトで、
楽曲演奏と楽器紹介、楽器体験など
を。 小学生以下の人と保護者
抽選500人 ７月４日～25日
総合文化センター☎6487-0910。

㉑たそがれコンサート
８月29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。
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21 金

①いつでも体験プログラム（８月31日
まで）
②親子でセミ羽

う
化
か
観察会

③公民館夏休みオープンスクール（８月
31日まで）
④クイズとゲームで探検！「江戸時代の
お魚天国・尼崎」（８月31日まで）
⑤読書ジョギング（８月31日まで）
⑥神秘的なセミの羽

う
化
か
に立ち会おう

①親と子の夏の夕べ

22 土

23 日

①あまがさき森っこ活動日
⑥藻川の水生生物調査&外来植物の
駆除
⑦Tシャツ de エコバッグ作り
②夏祭り

24 月 ⑧子ども将棋教室

25 火
⑨夏休み子ども手話教室
⑩親子で楽しむ陶芸

26 水

④民話を聞いて糸紡
つむ
ぎ・機

はた
織り体験

⑪あまがさき発 配管ブロックでみんな
とあそぼう！
③バスツアー

27 木

⑩親子で楽しむピカピカカラー泥だんご
⑪夏休み陶芸 de 貯金箱づくり
⑫ものづくり体験教室「森の木工教室」
⑬読書感想文 本の選び方講座
④親子エコクッキング

28 金
⑫ものづくり体験教室「森の木工教室」
⑭星空観察会 木星・土星を見よう
⑤打ち水大作戦 in あまがさき

29 土

⑥夏休み親子平和スタディツアー
⑦夏のつどい
⑧夏まつり
⑨こわいはなし大会

30 日
⑮環境講座「ビオトープってな～に？」
⑯勾

まが
玉
たま
をつくろう

⑩世代間交流広場ほのぼの 尼の夏祭り

15 火
⑬としょかん工作くらぶ「かさぶく
ろで空とぶドラゴンをつくろう」

16 水
㉜子ども宿題研究所
㉒夏休み工作＆流しそうめん

17 木
㉖むこっ子サマースクール
㉜子ども宿題研究所

18 金

㉖むこっ子サマースクール
㉗こども作文教室「コトバのチカラ」
体験会
㉜子ども宿題研究所
③親子体験隊

19 土

⑯石の鏃
やじり
をつくってとばそう！

㉘キッズクッキング＆ママリラックス
⑤ヤギと一緒にオープンカレッジ活
動の森を育てよう
⑥夏休み親子平和スタディツアー
⑰さわって遊ぶエコキャップの世界
㉒夏休み工作＆流しそうめん

20 日

21 月
⑧古代バッグをつくろう
㉓電車をみて、ふれて、楽しく学ぼ
う！阪神電車車両基地見学会

22 火 ⑱じんけんを考える市民のつどい

23 水
⑲夕やけコンサート 立花吹奏楽フェ
スティバル

24 木

⑳夏休みのおやつはこれできまり！
食育サポーターと一緒に作って食べ
てみよう！
㉙わくわく体験教室 水ロケット作り
教室

25 金 ⑳和楽器演奏集団独
こ
楽
ま
 公演プレイ

ベント「親子招待コンサート」

26 土 ⑲うどん作り教室

27 日 ①あまがさき森っこ活動日

28 月
㉚地域のおじいちゃん・おばあちゃん
と一緒にクッキング

29 火 ㉑たそがれコンサート
30 水
31 木

31 月 ⑰夏休み楽しい子ども手話講座
⑤エコ社会見学バスツアー

1 火

④人形劇「茨木童子 尼崎で生まれ
た鬼のお話」上演会
⑱なるほど！読書感想文
⑱おもしろ算数
⑲サルースサマー短期教室（23日ま
で）

2 水
⑪あまらぶアートラボ 夏休み展覧
会（９月24日まで）
⑫ＫAＰＬAワークショップ

3 木
⑤図書館調べ隊
⑳親子で学ぶデンタルカレッジ
㉑親子ボランティア体験学習

4 金
③親子体験隊
④親子エコクッキング

5 土
㉒チリメンモンスターを探せ
㉛みんなのサマーセミナー
⑬サマーナイトフィーバー

6 日

⑩親子で楽しむアイシングクッキー
㉓夏休み工作教室
㉔夏休み親子ものづくり体験教室
（技能フェスティバル）
㉛みんなのサマーセミナー
⑬サマーナイトフィーバー
⑭立花子ども夏まつり

7 月

8 火

㉕オープンファクトリー
⑮みんな集まれ、８月８日 紙芝居
の日
⑯１日図書館員
㉒夏休み工作＆流しそうめん

9 水
10 木 ③親子体験隊
11 金
12 土
13 日
14 月

詳しくは、内側の
同じ色の番号を
見てね！

月８

月７


