
日 事  業  名 時   間 問い合わせ先 

１日（土） 田能遺跡体験ツアー 

おはなしの会（０～２歳） 

おはなしの会（３～６歳） 

おはなしの会（小学生） 

どようびのおはなし会（おひざのうえ） 

どようびのおはなし会（幼稚園まで） 

どようびのおはなし会（小学生） 

11時～・14時～（2回） 

14時10分～14時25分 

14時30分～14時50分 

15時～15時30分 

14時～14時15分 

14時15分～14時40分 

14時40分～15時10分 

田能資料館 

中央図書館 

中央図書館 

中央図書館 

北図書館 

北図書館 

北図書館 

２日（日） ペーパークラフト 高床倉庫をつくろう 

スイーツデコっちゃおう② 

11時～12時 

13時～15時 

田能資料館 

立花公民館 

３日（月） 楽しい理科工作 10時～12時 立花公民館 

４日（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 中央公民館 

５日（水） 親子で学校給食の人気メニューを作ってみよう 

映画と手作り遊びの集い 

火おこし体験 

親子で楽しむ陶芸教室② 

ビデオじょうえい会 

9時30分～12時 

10時～15時 

11時～・14時～（2回） 

13時30分～15時30分 

14時30分～16時10分 

園田公民館 

園田公民館 

田能資料館 

園田公民館 

中央図書館 

６日（木） 映画と手作り遊びの集い 

点字名刺をつくろう！ 

10時～15時 

14時～15時30分 

園田公民館 

中央図書館 

７日（金） 映画と手作り遊びの集い 

コーラス・ワークショップ＆コンサート① 

10時～15時 

10時30分～12時 

園田公民館 

中央公民館 

８日（土） 子ども茶道教室② 

コーラス・ワークショップ＆コンサート② 

おはなしの会（０～２歳） 

おはなしの会（３～６歳） 

おはなしの会（小学生） 

どようびのおはなし会（おひざのうえ） 

怖いはなし大会 

10時～11時30分 

10時30分～12時 

14時10分～14時25分 

14時30分～14時50分 

15時～15時30分 

14時～14時15分 

14時30分～15時30分 

園田公民館 

中央公民館 

中央図書館 

中央図書館 

中央図書館 

北図書館 

北図書館 

９日（日） 親子で楽しむ紙飛行機教室 

伝えてほしい平和への願い(DVDとおはなし) 

コーラス・ワークショップ＆コンサート③ 

夏季企画展展示解説と紙芝居 

9時30分～12時 

10時～11時 

13時～14時 

13時30分～14時30分 

園田公民館 

北図書館 

中央公民館 

文化財収蔵庫 



日 事  業  名 時   間 問い合わせ先 

９日（日） にちようびのおはなし会（２～６歳） 14時～14時30分 北図書館 

１０日（月） 映画と手作り遊びの集い 10時～15時 園田公民館 

１１日（火） 一日図書館員 

糸紡ぎ・土器に触れる体験いろいろ 

人形劇上演会と人形ぬり絵・すごろく体験 

11時～12時30分 

13時～17時 

13時30分～15時 

中央図書館 

文化財収蔵庫 

文化財収蔵庫 

１２日（水） 本物の土器や石器をさわろう 

としょかんコアラくらぶ 

平和教育アニメじょうえい会 

11時～・14時～（2回） 

11時～11時30分 

14時30分～1５時15分 

田能資料館 

中央図書館 

中央図書館 

１３日（木） 本の世界で遊ぼう！(アニマシオン) 13時～15時30分 北図書館 

１４日（金） 本の世界で遊ぼう！(アニマシオン) 13時～15時30分 北図書館 

１５日（土） 石庖丁(レプリカ)での擬似稲刈り体験と臼や杵を

つかった脱穀体験 

おはなしの会（０～２歳） 

おはなしの会（３～６歳） 

おはなしの会（小学生） 

本の世界で遊ぼう！(アニマシオン) 

どようびのおはなし会（おひざのうえ） 

どようびのおはなし会（幼稚園まで） 

どようびのおはなし会（小学生） 

11時～・14時～（2回） 

14時10分～14時25分 

14時30分～14時50分 

15時～15時30分 

13時～15時30分 

14時～14時15分 

14時15分～14時40分 

14時40分～15時10分 

田能資料館 

中央図書館 

中央図書館 

中央図書館 

北図書館 

北図書館 

北図書館 

北図書館 

１６日（日） ペーパークラフト 高床倉庫をつくろう 

本の世界で遊ぼう！(アニマシオン) 

11時～12時 

13時～15時30分 

田能資料館 

北図書館 

１７日（月） 親と子のクールスポット 14時～16時 教育総合センター 

１８日（火） としょかん工作くらぶ 

親と子のクールスポット 

14時～15時 

14時～16時 

中央図書館 

教育総合センター

１９日（水） 田能遺跡体験ツアー 

ビデオじょうえい会 

11時～・14時～（2回） 

14時30分～16時 

田能資料館 

中央図書館 

２０日（木） 勾玉をつくろう 

カラフル輪ゴムでアクセサリーを作ろう！ 

13時～15時30分 

10時～12時 

田能資料館 

小田公民館 

２１日（金） 勾玉をつくろう 13時～15時30分 田能資料館 

２２日（土） サッカーロボットプログラム講座 

サッカーロボットプログラム講座 

火おこし体験 

子ども茶道教室③ 

9時30分～12時30分 

13時30分～16時30分 

11時～と14時～（2回）

10時～11時30分 

中央公民館 

中央公民館 

田能資料館 

園田公民館 



日 事  業  名 時   間 問い合わせ先 

２２日（土） 親子で楽しむ「和太鼓」と「Band」「和」と「洋」

で何が違うの？ 

おはなしの会（幼児～小学生） 

どようびのおはなし会（おひざのうえ） 

どようびのおはなし会（幼稚園まで） 

どようびのおはなし会（小学生） 

10時～12時 

13時～15時 

14時～14時15分 

14時15分～14時40分 

14時40分～15時10分 

武庫公民館 

中央図書館 

北図書館 

北図書館 

北図書館 

２３日（日） ペーパークラフト 高床倉庫をつくろう 

夏季企画展展示解説と紙芝居 

にちようびのおはなし会（２～６歳） 

11時～12時 

13時30分～14時30分 

14時～14時30分 

田能資料館 

文化財収蔵庫 

北図書館 

２４日（月） 夏休み工作教室・ふしぎな動きのからくりボックス 10時～12時 小田公民館 

２５日（火） 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 

２６日（水） 本物の土器や石器をさわろう 

としょかんコアラくらぶ 

楽しい親子理科教室 

ビデオじょうえい会 

こども歴史教室（はた織りに挑戦） 

こども歴史教室（はた織りに挑戦） 

11時～・14時～（2回） 

11時～11時30分 

14時～16時 

14時30分～15時35分 

13時～14時30分 

14時30分～16時 

田能資料館 

中央図書館 

中央公民館 

中央図書館 

文化財収蔵庫 

文化財収蔵庫 

２７日（木） こども歴史教室（藍染めに挑戦） 

星案内（３）「夏の星と星座」 

13時～15時 

18時30分～20時 

文化財収蔵庫 

小田公民館 

２８日（金） 親子で楽しむ陶芸教室③ 

こども歴史教室（石庖丁づくり等） 

13時30分～14時30分 

13時～15時 

園田公民館 

文化財収蔵庫 

２９日（土） 石庖丁(レプリカ)での擬似稲刈り体験と臼や杵を

つかった脱穀体験 

としょかんおたのしみ会 

11時～・14時～（2回） 

14時30分～15時30分 

田能資料館 

中央図書館 

３０日（日）

３１日（月）

★★問い合わせ先★★

田能資料館    ℡０６－６４９２－１７７７ 小田公民館  ℡０６－６４９５－３１８１ 

文化財収蔵庫   ℡０６－６４８９－９８０１ 大庄公民館  ℡０６－６４１６－０１５９ 

中央図書館    ℡０６－６４８１－５２４４ 立花公民館  ℡０６－６４２２－６７４１ 

北図書館     ℡０６－６４３８－７３２２ 武庫公民館  ℡０６－６４３２－１１７７ 

中央公民館    ℡０６－６４８２－１７５０ 園田公民館  ℡０６－６４９１－５４９６ 

教育総合センター ℡０６－６４２３－３４００  

※問い合わせ先と実施場所が異なる場合があります。 


