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尼崎市吹奏楽連盟定期演奏会
３月 20 日㈯午前 10 時 30 分から、あましんア
ルカイックホールで。■先 900 人■¥ 500 円■問事業
担当☎ 6487－0910。
ふれあいギャラリー　
同センター２階で、市内で活動している団体の作
品の展示を。日程などは下表の通り。時間は日程に
より異なります。■問美術担当☎ 6487－0806。

文化教室担当から
①初めての茶道体験（裏千家） 和菓子と抹茶のい
ただき方　３月 13日㈯午
前 10 時 ～ 11 時 30 分。
■先８人■¥ 2,000 円。
②１日トールペイント教室 めがねケースにユ
リの花をペインティング　
３月 26日㈮午前 10 時～
正午。■先 10人■¥ 1,650円。
いずれも■申①３月９日
② 10日──までに電話で
同担当☎ 6487－0808。

〒660－0881昭和通２丁目７－16■休３月２日㈫

団体名 日 程
カルチーナ会（絵画） ３月４日～７日
一彩会（絵画） ３月 12日～ 14日
立花絵画クラブ（絵画） ３月 24日～ 29日

19

総合文化センターで

　市内在住の人か市内団体が市内で開催するものなどで、▷個人宅などで開く教室▷営利目的、政治・
宗教活動に関するもの▷サークルの会員募集 │ │などを除きます。市などが補助金を支出している
団体が主催するものなどを優先して掲載しています。掲載内容についての責任は主催者にあります。

市民活動
の広場

おひとり様老後対策セミナー
①３月13 日㈯②27日㈯午後１時30 

分～４時 30 分、①小田南②武庫西──
生涯学習プラザで、行政書士によるセミ
ナーを。■先各日 10 人■申電話か直接相
続遺言・交通事故支援センター☎ 6431 
－ 7850。
元祖・尼っ子忍者 宝さがしの巻
　４月４日㈰午後１時～３時 30分、上
坂部西公園で。■対①４歳～就学前児と親
②小学１～３年生■先① 15組② 15人■¥
①１組 1,500 円② 1,000 円■申３月８日
～ 19 日に電話で尼崎子ども劇場☎
6427ー 6014（午前 11時～午後 4時）
■休水・木・土・日曜日。

尼崎市民ゴルフ大会
　４月 12 日㈪午前７時 30 分から、鳴
尾ゴルフ倶

クラブ
楽部で。■対市内在住か在勤

の人■抽 144 人■¥ 1 万 5500 円■申３月１
日～ 10 日（必着）にはがき（１枚に４
人まで）で同倶楽部（〒 666 ー 0155 
川西市西
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弁護士無料面談相談（①多重債務②
交通事故）
①毎週金曜日午後１時～午後４時②毎

週水曜日午前 10 時～午後０時 30 分・
１時～３時 30 分──（30 分間）、阪神
法律相談センター（フェスタ立花北館５
階）で。■先各日①６人② 10 人■申電話
で同センター☎ 4869 － 7613。
お困りの方無料相談（財産・遺言書・
相続など）
①３月 11 日㈭② 18 日㈭③ 25 日㈭

午前 9 時～正午、①小田南②武庫西③立
花南──生涯学習プラザで、行政書士な
どによる相談を。■申電話で相続遺言相談
支援センター☎ 072 － 767 － 1962。
ヒメボタル生息地保全活動 &ツク
シ摘み
　３月 20日㈯午前９時 40分～正午（雨
天中止）、農業公園南入口に集合。小学
生以下の人は保護者同伴で。■¥ 200 円
■申不要■問自然と文化の森協会福本宅☎
090－ 4030－ 3833。
水辺で楽しもう「野草を摘んで食べ
よう&ヨモギ団子を作ろう」
４月４日㈰午前９時 40分～正午（雨

天中止）、猪名川公園南入口に集合。小
学生以下の人は保護者同伴で。■¥ 200
円■申不要■問自然と文化の森協会福本宅
☎ 090－ 4030－ 3833。

■問各地区体育館（下表参照）■休月曜日

健康づくり教室
いずれも期間は４月～７月、週１回で計11回、各
地区体育館で。実施日時や対象、定員、料金は教室
により異なります。■申３月２日～13日に直接会場の
体育館。申し込み多数の場合は抽選。
◆教室名　▷親子の体育あそび▷ヘルシーバドミ
ントン▷バドミントン▷軽スポーツ▷ヘルシーバレー
ボール▷ヘルシーサッカー▷家庭バレーボール▷卓
球▷スポンジテニス▷さわやか健康体操▷さわやか
卓球▷さわやか元気体操▷からだ元気体操（認知症
予防）▷幼児の体育あそび▷低学年のチャレンジス
ポーツ▷小学生のドッジボール▷幼児のチャレンジ
スポーツ▷ミニバスケットボール ｜ ｜など。

各種スポーツ教室のご案内

体育館 電話番号

中央 6413－8171

小田 6498－4761

大庄 6419－5373

体育館 教室名 日 程

中央
ジュニアバスケットボール ３月10日㈬・

17日㈬・24日㈬

体幹エクササイズ ３月17日㈬

立花
暗闇ボクササイズ ３月13日㈯

ジュニアダンス ３月16日㈫

園田

キッズ卓球 ３月16日㈫

ダイアモンドバスケットボ
ール※ ３月19日㈮

※ ２クラスあり

サルーススポーツ教室無料体験会
日程などは右表の通り。時間や対象は教室により異
なります。■先各10人■申電話か直接会場の体育館。

体育館 電話番号

立花 6423－5550

武庫 6431－2507

園田 6492－5286

問い合わせ先

有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

掲載の申し込みについて
締め切り日（必着）までに直接

か郵送、ファクス、Ｅメールで依
頼者の氏名と電話番号（内容確認
ができない場合は掲載不可）、掲載
を希望する催しの①掲載希望号②
催し名③内容④開催日時⑤場所（住
所も）⑥対象⑦定員（先着か抽選
かも）⑧費用⑨申し込み先・方法・
開始日⑩市・教育委員会の補助金
や後援名義の有無⑪ラジオ出演の
希望の有無 │ │を書いて市役所中
館２階広報課☎ 6489 － 6021■FAX
6489 － 1827 ama-koho@
city.amagasaki.hyogo.jp へ。
後援がある場合は、その承認書

を添付してください。

原稿
締切日 必着

４
月号＝  　   月　 日 ㈪
月号＝  　   月　 日 ㈭

５ ４ ５
３ ４

【左写真】幼児の体育あそび【右写真】卓球

【左写真】ジュニアバスケットボール
【右写真】体幹エクササイズ


