
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

1 月
親子で学校給食の人気メニューを
                             作ってみよう！！

9時30分～12時 中央公民館 受付終了

オープンスクール（点訳） 10時～12時 立花公民館

オープンスクール（煎茶道） 10時～12時 立花公民館

オープンスクール（民謡） 13時～14時 園田公民館

2 火
親子で学校給食の人気メニューを
                             作ってみよう！！

9時30分～12時 園田公民館 受付終了

オープンスクール（創作折り紙） 10時～12時 小田公民館 受付終了

オープンスクール（押し花） 10時～12時 立花公民館

オープンスクール（健康太極拳の基本） 13時～15時 小田公民館

オープンスクール（洋裁） 13時～15時 立花公民館 受付終了

夏休み！親子ボランティア体験学習
～親子de学習・体験　高齢者になったら～

13時30分～16時 社会教育課
コールセンターにて受付

受付終了

オープンスクール（毛筆習字の練習） 13時30分～14時30分 小田公民館 受付終了オープンスクール（毛筆習字の練習） 13時30分～14時30分 小田公民館 受付終了

オープンスクール（大正琴） 13時30分～15時 園田公民館 受付終了

ろうどくの会 14時～15時 中央図書館 受付終了

3 水 オープンスクール（スクラップブッキング） 10時～12時 中央公民館

オープンスクール（コーラス） 10時30分～12時 園田公民館

オープンスクール（手話） 11時～12時 園田公民館

オープンスクール（作法（お茶）） 14時～15時 小田公民館 受付終了

オープンスクール（絵手紙体験） 13時30分～15時30分 小田公民館 受付終了

オープンスクール（盆踊り） 13時30分～15時30分 大庄公民館

オープンスクール（民踊） 13時30分～15時30分 立花公民館

あかちゃんひろば 11時～11時20分 北図書館

ビデオじょうえい会 14時30分～15時30分 中央図書館

4 木 夏休み子ども手話講座 10時～12時 立花公民館
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日 曜日 事業名 時間 問い合せ先 備考

4 木 オープンスクール（フラダンス） 10時～11時 中央公民館

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（カラオケ） 10時～12時 園田公民館

オープンスクール（ヨガ） 10時～12時 園田公民館 受付終了

夏休み！親子ボランティア体験学習
～親子de学習・体験　ボランティアになったら～

13時30分～15時 社会教育課
コールセンターにて受付

受付終了

オープンスクール（謡曲） 13時～14時30分 小田公民館

オープンスクール（バルーンアート） 13時30分～15時30分 小田公民館 受付終了

マエアツツアー 13時30分～14時 中央図書館

点字体験してみよう！ 14時～15時30分 中央図書館 要申込

5 金
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」②

10時～12時 北図書館

夏休み子ども手話講座 10時～12時 立花公民館夏休み子ども手話講座 10時～12時 立花公民館

オープンスクール（コーラス） 10時～12時 立花公民館

オープンスクール（着付） 10時～12時 立花公民館

わたしたちの尼崎体験隊！（田能資料館） 13時～15時 社会教育課 受付終了

オープンスクール（手話） 13時30分～15時30分 小田公民館

親子で楽しむ陶芸教室 13時30分～15時30分 園田公民館 受付終了

オープンスクール（ギター演奏） 14時～16時 中央公民館 受付終了

オープンスクール（コーラス） 14時45分～16時 大庄公民館 受付終了

オープンスクール（詩吟） 19時～21時 立花公民館

6 土 夏休み子ども手話講座 10時～12時 立花公民館

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

オープンスクール（俳句） 13時30分～15時 園田公民館
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6 土 オープンスクール（木彫り（見学）） 13時30分～15時 小田公民館 見学のみ

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

7 日 親子で楽しむ紙飛行機教室 9時30分～12時 園田公民館

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13時から先着30人

平和を願う上映会 14時～14時40分 北図書館

生涯スポーツサービスシステム　ジョギング
（武庫川河川敷）

9時30分～12時 スポーツ振興課

8 月 オープンスクール（煎茶道） 10時～12時 立花公民館

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（書道） 10時～12時 武庫公民館 受付終了

尼崎かみしばいあつまれ～（小田公民館）
13時30分～14時30分(就
学前児と保護者）
14時40分～15時40分(小

小田公民館

尼崎かみしばいあつまれ～（大庄公民館） 10時～15時 大庄公民館

9 火 オープンスクール（大正琴） 9時30分～12時 小田公民館 受付終了

一日図書館員 11時～12時30分 中央図書館 要申込

人形劇「たけぶんの物語」上演と
　　　　　　　「たけぶんすごろく」

13時30分～15時 文化財収蔵庫 当日先着30人

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
（13時30分～15時を除
く）

文化財収蔵庫

オープンスクール（フラダンス①） 13時～15時 園田公民館

10 水 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（盆踊り） 13時30分～15時30分 大庄公民館

オープンスクール（大正琴） 13時～15時 武庫公民館

ビデオじょうえい会（平和アニメ上映会） 14時30分～15時15分 中央図書館
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10 水 オープンスクール（フラダンス②） 14時～16時 園田公民館

13 土 オープンスクール（囲碁） 13時～17時 園田公民館

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13時から先着30人

平和ビデオ上映会 14時～15時45分 中央図書館

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

露の団姫・豊来家大治朗
　笑顔で防犯！夫婦寄席

15時～17時 立花公民館 8/4から受付先着80人

14 日
生涯スポーツサービスシステム　サイクリン
グ（高原ロッジ）

8時～16時 スポーツ振興課

なつのおはなし会 11時～11時30分 北図書館なつのおはなし会 11時～11時30分 北図書館

古代のくらし体験学習会
　　石の鏃（やじり）をつくろう

13時～16時 田能資料館
8/4から受付先着20人
コールセンターにて受付

16 火 マエアツツアー 13時30分～14時 中央図書館

こうさくくらぶ 14時～15時 中央図書館 要申込

17 水 わたの歴史めぐりツアー（協力事業） 10時～12時 ﾊﾟｰｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ尼崎
対象小学生

8/4から受付先着３0人

オープンスクール（コーラス） 10時30分～12時 園田公民館

あかちゃんひろば 11時～11時20分 北図書館

オープンスクール（羊毛フェルトでお絵描き）13時～15時30分 小田公民館 受付終了

ビデオじょうえい会 14時30分～15時45分 中央図書館

18 木 オープンスクール（フラダンス） 10時～11時 中央公民館

オープンスクール（水彩画） 10時～12時 中央公民館 受付終了

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

平和を祈るキャンドル作り＆灯コンサート 15時～18時 中央公民館
対象小・中学生と保護者
8/4から受付先着24組
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18 木 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

19 金 夏のおすすめ和スイーツづくり 13時30分～15時30分 立花公民館
対象小・中学生

8/4から受付先着16人

オープンスクール（コーラス） 14時45分～16時 大庄公民館

オープンスクール（ギター演奏） 14時～16時 中央公民館 受付終了

20 土 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

オープンスクール（腹話術・パントマイム） 13時30分～16時 小田公民館 受付終了

オープンスクール（俳句） 13時30分～15時 園田公民館

市民企画講座「尼崎城について勉強しましょう・
しおりを織りましょう」

13時30分～15時30分 中央公民館
対象小学3年生以上と保護

者
8/4から受付先着15組

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（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

21 日
古代のくらし体験学習会
　　第4回　古代米を育てて食べよう

10時30分～12時30分 田能資料館 受付終了

22 月 オープンスクール（煎茶道） 10時～12時 立花公民館

オープンスクール（書道） 10時～12時 武庫公民館 受付終了

23 火
園田公民館夏のお楽しみ会
映画と手作りあそびのつどい

 9時～15時 園田公民館

オープンスクール（フラダンス①） 13時～15時 園田公民館

夏休みこども歴史教室
「尼崎城をつくろう」

13時～15時 文化財収蔵庫
対象小学４～６年生
8/4から受付先着20人

オープンスクール（マジック） 13時30分～15時30分 大庄公民館

楽しい親子理科教室 14時～16時 中央公民館 対象小学3～６年生と保護者
8/5～8/12受付先着15組

図書館司書による読書会 14時～15時 中央図書館

24 水
園田公民館夏のお楽しみ会
映画と手作りあそびのつどい

10時～15時 園田公民館
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24 水 オープンスクール（コーラス） 10時30分～12時 園田公民館

オープンスクール（手話） 11時～12時 園田公民館 受付終了

としょかんコアラくらぶ 11時～11時30分 中央図書館

オープンスクール（大正琴） 13時～15時 武庫公民館

夏休みこども歴史教室　「はた織りに挑戦」 13時～14時30分 文化財収蔵庫
対象小学４～６年生
8/4から受付先着10人

オープンスクール（フラダンス②） 14時～16時 園田公民館

夏休みこども歴史教室　「はた織りに挑戦」 14時30分～16時 文化財収蔵庫
対象小学４～６年生
8/4から受付先着10人

ビデオじょうえい会 14時30分～16時10分 中央図書館

25 木 オープンスクール（フラダンス） 10時～11時 中央公民館

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

夏休みこども歴史教室
13時～15時 文化財収蔵庫

対象小学４～６年生

「藍染めに挑戦」
13時～15時 文化財収蔵庫 8/4から受付先着20人

オープンスクール（マジック） 13時30分～15時30分 大庄公民館

26 金 科学するペーパークラフトを楽しむ  9時～11時 立花公民館
対象小学3～4年生
8/5から受付先着30人

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

園田公民館夏のお楽しみ会
映画と手作りあそびのつどい

10時～15時 園田公民館

わたしたちの尼崎体験隊！（大庄公民館） 13時～15時 社会教育課

夏休みこども歴史教室
「火おこし体験と石庖丁づくり」

13時～15時 文化財収蔵庫
対象小学４～６年生
8/4から受付先着20人

オープンスクール（詩吟） 19時～21時 立花公民館

27 土 オープンスクール（太極拳） 10時～12時 園田公民館

オープンスクール（囲碁） 13時～17時 園田公民館

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13時から先着30人

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
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27 土 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 13時～15時30分 中央図書館

未来に平和の灯を　地球のステージ
「ありがとうの物語」上映と監督の講演会

13時30分～16時30分 中央公民館 8/5から受付先着200人

28 日 なつのおはなし会 11時～11時30分 北図書館

親子で楽しむ陶芸教室 13時30分～14時30分 園田公民館 受付終了

29 月 オープンスクール（書道） 10時～12時 武庫公民館 受付終了

30 火 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会 6時～7時ごろ スポーツ振興課

としょかんおたのしみ会 14時～15時30分 中央図書館

31 水 オープンスクール（コーラス） 10時30分～12時 園田公民館

オープンスクール（手話） 11時～12時 園田公民館

ビデオじょうえい会 14時30分～15時30分 中央図書館ビデオじょうえい会 14時30分～15時30分 中央図書館

★ 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

★ パークマネジメント尼崎 ℡０６－６４１９－４１２８

★ 尼崎市コールセンター ℡０６－６３７５－５６３９

問合せ先一覧


