小田公民館 市民企画講座
☆小田元気プロジェクト☆（小田公民館統合移転
小田公民館統合移転 20 周年）

「誰でもセンセイ、誰でもセイト、
、どこでも学校」というコンセプトで、
、まちの人が先生になり、
生徒にもなる 学校ごっこ を楽しむイベント
しむイベント「みんなのサマーセミナー」
」の小田版を小田公民館
市民企画委員会がやっちゃいます！
！
本家「第４回みんなのサマーセミナー
みんなのサマーセミナー」は 8 月４日(土)・5 日(日)に市立尼崎双星高校
市立尼崎双星高校で開かれま
すが、小田版は、梅雨をぶっ飛ばせとばかりに
ばせとばかりに 6 月に、小田地区の私たちの
たちの

学び舎(まなびや)

である小田公民館を学校に見立て、
、「おだのまなびヤ！」と、ドヤ顔で開催
「
開催します！
「学びたい！ 体験したい！ 楽しみたい
しみたい！」と思われるみなさんは、裏面の
の時間割をご覧いただき、
ぜひ小田公民館へ足をお運びください
びください。

2018 年６月 30 日(土)
開 会 式
１時間目
２時間目
３時間目
閉 会 式

13:00〜
〜
13:30〜
〜14:20
14:30〜
〜15:20
15:30〜
〜16:20
16:30〜
〜

小田公民館で

★時間割はウラ面
面を見てネ！

サマ蝉？ いいや「小田セミ」やでぇ！
！

≪お問合わせ≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

尼崎市立小田公民館（尼崎市潮江
尼崎市潮江 1 丁目 11−1−101）
TEL：06−6495−3181
FAX：06−6495−3182
e‑mail：ama‑odakominkan@city.amagasaki.hyogo.jp
odakominkan@city.amagasaki.hyogo.jp
（祝日を除く 月〜土曜日 9:00〜17:00
17:00）

駐車場はありません
はありません。
公共交通機関等
公共交通機関等でおこしください。

〜公民館は、学びを通して人と
と人が手を結び大きな輪となり地域の力となることを
となることを応援します〜

時間割
ホール
13:00〜
13：20
授
業

歌舞伎のイロハ(演目、
ツケ等)

先

尼崎澪つくし歌舞伎
尼崎まちづくり研究会

授
業

キドキドの魚とキラキラ
の海 〜アートな時間〜

先

島田 佐知子

くらしの防災 〜緊急時
の笛を作ろう〜
(Emergency whistleのデザイ
ン体験）

新山 千恵
[Ｈｕｍａｎ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ＳＨＩＮ
防災士]

学習室５

先

３時間目 生

和室

ローカルマガジン「南部
再生」の世界

お友達にもプレゼントも
できる「しおり」を作ろう

バルーンを作ろう

「炭」ってどんな音色?

パパもいっしょにあか
ちゃんと♪ 育児育自
じかん

若狭 健作

鳥羽 よし子

若月 美幸

[パステルゆうゆう]

ODAバルーン＆アート

山口 公子

[尼崎南部再生研究室]

[Little Party(こどもアートアカ
デミア2018)主宰]

元漫才師公務員のお
笑い行政講座 in おだ
のまなびヤ！
江上 昇 ・ 桂山 智哉

今尼崎市内外で話題の元漫才
内 師の市職員が「行政のテーマ」
容 をお笑いの手法で分かりやすく
等 伝えます。

閉 会 式

[マリンバ/炭琴奏者]

[さまさまのおへや代表]

赤ちゃんと一緒に手遊びやベ
ビーマッサージを体験して、写
炭の楽器「炭琴」の演奏を聴い
真カードを作成します。
ていただいた後、みんなで打楽
器とのアンサンブル体験をしま
対象：赤ちゃんとパパ・ママ8組。
す。
材料費：1組300円。
赤ちゃんゴロリン用のバスタオ
ルをご持参ください。

日本一新しいお城・尼
崎城が建ちまんねん！

羊毛フェルトでクマちゃ
んバッヂを作ろう

笑顔のまちづくりのコツ
教えます

今更聞けない伝統芸能
「能」の、「基礎の木」
〜神男女狂鬼〜

政務活動費は今

藤井秀規とその家族

城内まちづくり担当課

福田、中村、友岡

細見 義博

野住 智恵子

丸尾 まき

[ひつじの玉手箱]

[NPO法人スマイルひろば]

ただいま建築中の尼崎城。市民
の期待も高まっています。尼崎
城の歴史やどんなお城ができあ
がるのかなどを市役所の担当
の職員がお話します。

遠藤周作「沈黙」のそ
の後 ―棄教宣教師と
日本―

ガイドが語る 日本史
エピソード

柏原 康人

加藤 学

[園田学園女子大学社会連
携推進センター学術研究員]

[関西通訳ガイド協会・通訳
案内士]

[アート村塾塾長、コンテン
ツ・プロデューサー]

[兵庫県議会議員]

初めてでもできる羊毛フェルト体
廃館になりかけた子どもたちの
験。
あの世間を騒がせた「号泣議
施設を地域とともに甦らせ、笑
参加者と講師が交流しながら初 員」会見から4年。政務活動費に
顔のまちづくりを実践してきた経
対象：15歳以上。（針を使うため
心者にも分かりやすく「能の面 対する関心は高まりましたが、
験から、地域コミュニティ再生の
子どものみの参加は不可）
白み」をお伝えします。
実際はどうでしょうか。スルドく
コツをお話します。
材料費：300円。
切り込みます。
羊毛ニードルセットがあればご
対象：18歳以上。
持参ください。

お手軽 にがお絵教室

『脳はよみがえる!!』 〜
今、大人気の認知症予
防になるアロマのお話
〜

やさしいギターの基礎

塩が病気をつくるが、
塩が健康をつくる

綱本 武雄

穴田 美緒

玉利 淳司

[英国IFPA認定メディカルア
ロマセラピスト]

[ギターサークル「ラ・フェニー
チェ」代表]

和田 壽子

[㈱地域環境計画研究所]

イラストレーターがお教えする似
遠藤周作「沈黙」は主人公の棄 外国のお客様を案内して受けた
顔絵チャレンジ。お子さん連れ
教の場面で終わります。主人公 疑問、また気づいたことなど楽し
も歓迎します。
のモデルのその後を追い、迫害 くお話します。
筆記用具又は画材をご持参くだ
の理由を探ります。
さい.。
対象：6歳以上。

認知症予防にもなるアロマの働
きと、日常に簡単に取り入れる
方法をお話します。集中力も
アップし受験生にもオススメで
す。
対象：15歳以上。

16:30〜
17:00

音楽室

道の駅らいふ。 〜しあ
わせは道の駅にあるの
だ〜

みんなで空想世界を楽しむアー
トな時間を体験します。
日本全国700カ所以上の道の駅
内
を家族で回った体験から、お金
容 定員：20名程度。幼児さんは親 がなくても楽しい藤井家の幸せ
な過ごし方をお話します。
等 子で参加がおススメです。
汚れてもよい服装で。

授
業

15:30〜
16:20

学習室４

暮らしの中の防災・減災を学
お友だちにもプレゼントできるオ
市民の歌舞伎グループが歌舞 び、緊急時の笛を作る体験をし
2001年創刊から56号をむかえる リジナルで素敵なしおりを作りま 小田公民館のバルーングルー
内 伎の成り立ちや基礎をお話しま ます。
「南部再生」の世界と自慢できる す。
プとみんなでバルーンアートを
容 す。（着付けや化粧体験もありま
地元ネタをお話します。
体験します。
対象：小学5年生以上。小学4年
等 す。）
材料費：200円。
生以下は親子同伴。
材料費：300円。

２時間目 生
14:30〜
15:20

学習室２・３

開 会 式

１時間目 生
13:30〜
14:20

学習室１

● お好きな時間帯にご自由に参加いただけます。 （授業の遅刻や早退は、なるべくご遠慮ください。）
● 材料費が明記されていない授業は、すべて無料です。事前申込みは受け付けません。
● 材料に限りのある授業は、先着になりますのでご了承ください。（見学は先生の了解と各部屋の定員によって判断します。）

[小田公民館市民企画委員]

ギターの歴史や構造からギター
を始める基礎知識をお話しま
病気がちだった私が本を読んで
す。
実践したことで元気になりまし
た。その健康法をお話します。
対象：10歳以上。
ギターの持ち込み歓迎します。

