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■問＝問い合わせ先 ■申＝申し込み ■対＝対象者 ■¥ ＝費用 ■先＝先着順で受け付ける定員 ■抽＝申し込み多数の場合は
抽選する定員 ■休＝休館・休園日 ♥＝託児、手話通訳などあり。料金表示のないものは無料です（有料広告を除く）お知らせいろいろ 【申し込みについて】市役所への郵便物は〒 660－ 8501（住所不要）で届きます。受け付け開始日の記載のないものは１月５日から受け付け開

始です。ファクス、はがき、往復はがき、Eメールでの申し込みには、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記入してください

　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▷サークルなどの会員募集 │ │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
①１月 22日㈯② 29日㈯午後１時 30

分～４時 30分、①武庫西②小田南──
生涯学習プラザで、行政書士によるセミ
ナーを。■先各 10人■申電話か直接相続遺
言・交通事故支援センター☎ 6431 －
7850。
楽しい子

こ
供
ども
チャレンジ将棋教室

２月 26日㈯午後１時 30分～４時 30
分、武庫西生涯学習プラザで。■先 10 人
■申不要■問武庫愛あい棋き 会嶋田宅☎ 090 － 
1224 ー 8267。
日本語ボランティア講師養成講座
２月２日～３月 16日水曜日午後２時

～４時計６回、地域総合センター今北で、
外国人の日本語学習を支援する人の養
成講座を。■先 20 人■¥ 9,000 円■申１月
11日～ 24日に電話かファクス（Eメー
ルアドレスも書いて）で尼崎市国際交流
協会☎・■FAX 7165 － 7733■休木曜日。

将棋大会
１月 30 日㈰午前 10 時～午後４時、

堂松福祉会館（七松町２丁目）で。■先 20
人■¥ 500 円■申電話で立花将棋同好会門

脇宅☎ 090 － 8577－ 7629。
人形劇団ココン ①公演「トレテツク
パレード」&②ワークショップ「マ
リオネットを楽しもう」
２月 23 日㈬①午後２時 30 分から、

ピッコロシアターで、人形のいろんな部
分が取れたり付いたりする人形劇を②午
前 11時～ 11時 30 分、同シアターで、
マリオネットを作るワークショップを。
■対①小学生以上の人②２歳児～小学２
年生■先① 50人② 15人■¥ ①親子ペア券
2,500 円、一般 2,000 円、小学～高校
生 1,000 円② 500 円（マリオネットを
作る人は材料費 500 円も。①を鑑賞す
る人は材料費のみ必要）■申電話で尼崎子
ども劇場☎ 090 ー 1973 ー 9049（午後
１時～４時 30分）■休月・水・土・日曜日。

弁護士無料面談相談（①交通事故②
多重債務）

①毎週水曜日午前 10 時～午後０時
30 分・１時～３時 30 分②毎週金曜日
午後１時～４時──（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① 10人②６人■申電話で
同センター☎ 4869 － 7613。
司法書士による無料法律相談会
毎週土曜日午後１時～３時、塚口さん

さんタウン２番館４階で。■申不要■問兵庫
県司法書士会☎ 078－ 341－ 2755。
お困りの方無料相談（財産・遺言書・
相続など）
①１月 13 日㈭② 20 日㈭③ 27 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。

原稿
締切日 必着

月号＝  　   月　 日 ㈫２ １ ４
月号＝  　   月　 日 ㈮３ ２ ４

もっと詳しい情報は　
このコーナーに掲載している内容

は、市民活動団体などが行なってい
る講座や催しの一部です。このほか
にもたくさんの講座や催しなどが行
われていますので、詳しくはポータ
ルサイト「市民活動の広
場あまがさき」（右記QR
コード）をご覧ください。

総合文化センターから総合文化センターから総合文化センターから

尼崎芸術文化協会 舞台公演「希望の花束」
１月 16日㈰午後２時から、あましんアルカイッ
クホールで、洋楽・邦楽・舞踊分野の音楽家 17人
による舞台芸術の魅力を楽しむコンサートを。■¥
2,000 円■申電話で同協会事務局☎ 6487 － 0806
か直接同センター１階受付。
事業担当から
◆尼崎市演劇祭　２月５日㈯・６日㈰午後２時か
ら、ピッコロシアターで。■先各日100人■申不要■問
同担当☎6487－ 0910。
同演劇祭は、昭和27年に始まった日本で最も歴
史の長い演劇祭です。

◆近松門左衛門・世話物語り「曽
そ
根
ね
崎
ざき
心
しん
中
じゅう
」　２

月13日㈰午後２時から、あましんアルカイックホー
ル・オクトで。■先 325 人■¥ 3,500円■申電話か直接
同担当。
◆古澤巖

いわお
 バロックの昼と夜　２月 16日㈬午後

２時・７時から、あましんアルカイックホール・オ
クトで。■先各回 325人■¥ 5,000 円■申電話か直接同
担当。
アルカイックカルチャースクール発表会
１月23日㈰午前10時～午後６時30分、あまし
んアルカイックホールとあましんアルカイックホー
ル・オクトで、バレエやダンス、ファッションショー
など同スクールの日ごろの成果を発表するステージ
を。■申不要■問文化教室担当☎6487－ 0808■休火曜
日。
文化教室担当から
①体験講座 初めてのウクレレ　1月 27日㈭午前
10時～ 11時 30分。■先 10人■¥ 500円。
②アロマテラピー講座 自分へのご褒美として オ
リジナル香水作り　２月６日㈰午前 10時 30分～
正午。■対 18歳以上の女性■先 10人■¥ 3,000円。
いずれも同センター６階で。■申①１月24日②２
月2日──までに電話で同担当☎6487－0808■休
火曜日。

■休１月 11日㈫

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（容量は３
MBまで）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。

ラジオで広報してみませんか？
エフエムあまがさき（82.0MHz）
の市政広報ラジオ番組内で、イベン
ト内容などについてDJ とお話しい
ただくグループを募集しています。
応募方法は左記
（記載事項①は不
要）。応募多数の
場合は抽選。

ID 1025643

82.0
MHz

同劇場が開催した過去の公演の様子

【写真上・下】同演劇祭の過去の公演の様子

アウトドアを楽しもう！

①恵方巻きづくりと鬼はそと
２月5日㈯午前10時45分～午後２時30分。■抽

50 人■¥ 中学生以上の人
1,500 円、４歳児～小学
生800円、３歳以下の人
100円。

②いこいのアウトドアスイーツ体験
２月12日㈯午前10時 45分～午後２時30分。
■抽 50人■¥中学生以上の人1,000円、４歳児～小学

生800円、３歳以下の人100円。
③冬のジュニアキャンプ
２月19日～20日の１泊２日、野外料理作りなどを。
■対小学３年～中学生■抽 40人■¥ 3,000円。
いずれも青少年いこいの家で。①②は未成年者は
保護者同伴で。■申１月６日から①24日②31日③２
月４日 ──（必着）までに往復はがきに年齢、性別、
ファクス番号、Ｅメールアドレス、食物アレルギーの
有無、交通手段（③は学年も）も書いて同いこいの家。

■問青少年いこいの家〒666－0224川辺郡猪名川町万善字東山６－１
　☎072－768－0614




