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　いずれも午前は10時、午後は２
時から。問合せは中央公民館（67
・1567）へ�７月21日…午前・今
津公民館、午後・学文公民館�24
日…午前・神原公民館、午後・鳴
尾公民館�25日…午前・甲東公民
館、午後・若竹公民館�26日…午
前・中央公民館、午後・越木岩公
民館�27日…午前・鳴尾東公民館、
午後・用海公民館�28日…午前・
浜脇公民館、午後・高木公民館�
31日…午前・山口公民館、午後・
塩瀬公民館�８月１日…午前・大
社公民館、午後・上甲子園公民館
�２日…午前・西宮浜公民館、午
後・春風公民館�３日…午前・南
甲子園公民館、午後・段上公民館
�４日…午前・夙川公民館、午後
・瓦木公民館�７日…午前・高須
公民館、午後・上ケ原公民館

　７月22日午前10時から西宮市環
境学習サポートセンターで。ミニ
ミニ水族館やビデオ上映など。問
合せは同センター（６７・４５２０）へ

　いずれもはしご車試乗は小学生
対象で当日先着40人�瓦木消防署
…7月23日の午前10時～午後１時。
問合せは同署（63・0119）へ�西
宮消防署… 8月20日の午前９時半
～午後１時半。問合せは同署（23・
0119）へ

　７月26日午後２時から消費生活
センターで。テーマは「お使い上
手にできるかな　さあ、模擬ショ
ッピング」。対象は小学１年～３
年の子と保護者30組。申込は往復
ハガキに住所、氏名、子の氏名・
学校名・学年、電話番号を書き、
７月18日（必着）までに同センタ
ー（〒662―8035北口町１－１ア
クタ西宮西館５階�69・3157）へ。
多数の場合抽選
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　８月１日～８日の午前８時から
樋之池公園プール（北夙川市民プ
ール）で。対象は小学３年～６年。
参加費3200円。定員80人。申込は７
月18日からの午前10時～午後５時
に北夙川体育館（70・2222）へ来館
を。先着順

　８月１・８・22日の午後1時半か
ら北口保健福祉センターで。対象
は小学３・４年生（その兄弟姉妹
も可）と保護者。定員各30組。申
込は往復ハガキに希望日（第２希
望まで）、住所、氏名、子の氏名・
学校名・学年（兄弟姉妹の参加が
あればその子の氏名・年齢も）、電
話番号を書き、７月21日（必着）
までに保健所健康増進課（〒662－
0855江上町３－26�26・3667）へ。
多数の場合抽選

　8月2日午前10時半から中央公民
館で。対象は４・５歳児。定員15
人。参加費500円（材料費等込）。
申込は往復ハガキに住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を書き、７
月21日（必着）までに保健所健康
増進課（〒662－0855江上町３－26
�26・3667）へ。多数の場合抽選

　８月４・５日の午前10時からリ
サイクルプラザで。対象は小学生
と保護者。定員各20組。申込は往
復ハガキに希望日、住所、氏名、
子の氏名・学年、電話番号を書き、
７月17日（消印有効）までに同プ
ラザ（〒662－0934西宮浜３丁目
８西部総合処理センター内�22・
6655）へ。多数の場合抽選　※８
月３日～５日の自転車修理コーナ
ーの一般使用は不可

　いずれも午前10時から中央公民
館で。定員各30組。申込は７月20
日午前９時から電話で中央公民館
（67・1567）へ。先着順�８月４日
…幼児コース。対象は２歳～５歳
�８月11日…小学生コース。対象
は小学１年～３年。託児あり（対
象は２歳以上。定員10人。先着順）

　８月５・19日の午前９時半から
男女共同参画センター　ウェーブ
で。対象は小学１年～３年の子と
親。定員各日15組。申込はハガキに
参加希望日、住所、氏名、子の氏名・
学年、電話番号を書き、７月18日
（消印有効）までに西宮市シルバー
人材センター（〒662－0862青木町

２－５�72－3461）へ。多数の場合
抽選

　８月６日午前10時から甲子園浜
浄化センターで。参加者全員にミ
ニガーデニングセットをプレゼン
ト。申込はハガキに「探検ツアー
希望」、住所、氏名、電話番号、
参加人数を書き、７月15日～25日
（消印有効）に経営管理課（〒
662－8567六湛寺町10－３�35・
3649）へ。親子で申込を

　いずれも午前10時から兵庫栄養
調理製菓専門学校で。対象は小学
５年～中学３年。参加費3000円
（別途要保険料）。定員各30人。申
込は往復ハガキ（１枚で３人まで
申込可。参加者全員分を記入）に
希望コース、住所、氏名、学校名
・学年、電話番号を書き、７月20
日（必着）までに中央公民館（〒663
－8204高松町４－８�67・1567）
へ。多数の場合抽選�Ａコース…
８月７・８・21・23・25日�Ｂコ
ース…８月22・24・26・28・29日

　８月12・13日の午後１時から青
少年海の家と周辺海上で。対象は
小学５年生以上。在学・在勤者可。
参加費各500円（保険料込）。定員
各20人。申込は７月24日午前９時
から青少年育成グループ（35・
3871）へ。先着順

　８月19・20日（１泊）に山東自
然の家（朝来市）で。対象は中学
生以下の子を含む家族50人。参加
費7000円（４歳～高校生4500円、
３歳以下300円）。申込は７月20日
までに青少年育成グループ（35・

　各児童館・児童センターは、夏休
みに様々なイベントを開催します。
　いずれも参加費無料です。

　フェスティバルパーク大迷路　
７月20日～26日（23日を除く）の午
後２時～４時。対象は小学６年生
以下（４歳未満は保護者同伴で）
　ウォーターパーク「しゃぼんだ
まをしよう！」　８月10・11日の午
後２時から。対象は４歳以上。雨天
中止
　防犯教室　8月29日午後４時か
ら。対象は小学１年～３年と保護
者。定員あり。申込方法など問合せ
は同センターへ

　なるおじどうかん夏まつり「わ
いわいあそびの広場」　いずれも
対象は中学生以下（４歳未満は保
護者同伴で）�オープニングショ
ー…7月20日午後３時から。腹話術
やバルーンアート�ゲームランド、
手づくりコーナー…７月21日の午
後１時半～４時（受付は３時45分）
　

　大社児童センターまつり　対象
は中学３年以下（４歳未満は保護
者同伴で）�ビンゴゲーム…7月21
日午後３時半から�ゲームコーナ
ー…７月22日午後２時～４時（受
付は３時45分）
　夏休み理科工作～ヨーヨー風車
を作ろう　８月21日午前10時から
大社公民館で。対象は小学生。申込

は７月20日午前10時から同センタ
ーと大社公民館（0798・71・3649）で
各15人受付。先着順

　夏休みマジック教室　７月29日
午後２時から。対象は小学１年～
中学３年。定員15人。申込は７月
18日午前10時から（22日まで）に
同センターへ本人が来館を。先着
順

　いずれも午後２時から。対象は
中学３年生以下（４歳未満は保護
者同伴で。28日のみ対象は小学生
以上）�わいわいパラダイス…８
月２日～４日�みんなでマジック
…８月23日�おはなしでてこい…
８月26日�フルパワー　スポーツ
フェスティバル…8月28日～30日
　

　35周年企画「ヨーヨーつりであ
そぼう」…８月５日の午後２時～
４時。対象は４歳～小学６年

　
　
　むつみ児童館まつり　８月26日
午後２時～４時。対象は中学３年
以下（４歳未満は保護者同伴で）

　浜脇児童館まつり「ジャンボ迷
路～海底35マイルのふしぎ探検」
８月29・30日の午後２時～４時　

3871）へ。多数の場合抽選（初参
加者優先）

　８月25・26日（１泊）に社家郷
山キャンプ場で。対象は中学生。
在学者可。参加費2000円。定員20
人。申込はハガキに「中学生キャ
ンプ参加希望」、住所、氏名、性
別、学校名、学年、保護者氏名、
電話番号を書き、７月25日（消印
有効）までに青少年育成グループ
（〒662－0855江上町3－40�35・
3871）へ。多数の場合抽選

　８月21・22・24日の午前10時、25
日午前９時から。25日はバスで臨
地学習。対象は小学５・６年生と保
護者20組。要実費。申込は往復ハガ
キに住所、氏名、子の氏名・学校名・
学年、電話番号を書き、８月１日
（必着）までに郷土資料館（〒662－
0944川 添 町15－26�33・1298）へ。
多数の場合抽選

　いずれも午前10時から中央公民
館で。両日参加可。対象は小学生
と男性の保護者。参加費各400円
（別途要材料費）。定員各15組。
申込は７月15日～８月12日に男女
共同参画センター　ウェーブ（64
・9495）へ。先着順�８月19日…
料理教室�８月26日…理科実験＆
おもちゃづくり

　もうすぐ夏休み。
　今年も、市内の各所で様々な
催しがいっぱいです。夏を楽し
みましょう！
　電話番号で市外局番のないも
のは《０７９８》です。費用の表記
がない催しなどは無料。

塩瀬児童センター
� 0797・61・1710

鳴尾児童館
� 0798・46・7496

段上児童館
� 0798・53・8303

津門児童館
� 0798・35・6297

大社児童センター
� 0798・73・4702

むつみ児童館
� 0798・66・0510

浜脇児童館
� 0798・35・2359

高須児童センター
� 0798・49・1308

　西宮市貝類館は７月20日から８
月31日まで休まず開館します。
　入館料は一般200円、小・中学生
100円（のびのびパスポート、ひょ
うごっ子ココロンカード持参の場
合は無料）。問合せは同館（0798・
33・4888）へ。

★夏休みクイズラリー

　７月20日～８月31日の午前10時
～午後５時に西宮市貝類館で。展
示コーナーを回り、クイズに解答。
期間終了後全問正解者の中から抽
選で20人に貝をプレゼント！対象
は小学生

★貝と粘土の工作教室

　８月５・６日の午前10時、午後

１時半から西宮浜公民館で。対象
は小学生（３年生以下は保護者同
伴で）。材料費500円。定員各50人。
申込は往復ハガキに「貝と粘土の
工作教室希望」、希望日時（第４希
望まで）、住所、氏名、学校名・学
年、電話番号を書き、７月25日（消
印有効）までに西宮市貝類館（〒
662－0934西宮浜４丁目13－４）へ。
多数の場合抽選　※同教室作品展
は、８月８日～25日に西宮市貝類
館で開催

★夏休み採集生物相談教室

　８月27日午前10時～午後４時に
西宮市貝類館で。貝類、植物、昆
虫、海草についての相談を受け付
けます

７７ 月月

８８ 月月

夏休み子ども映画会
　　　　　「楽しいムーミン一家」

メダカの学校

消防署開放デー

夏休み子ども消費者教室

夏休み親子木工教室

夏休み！子ども調理教室

親子で学ぼう性のこと
宮っ子料理塾

水のリサイクルセンター探検ツアー

耳から育てる楽しい子育て

おとうさんといっしょ！　　
　　　夏休み、思い出つくろっ！

夏休み工作づくり講習会

水泳講習会

ドラゴンボート講習会

山東の夏を楽しむつどい

中学生キャンプ

郷土資料館の親と子の郷土史講座


