2018 年 1 月 1 日
＊編集･発行＊ 灘区役所まちづくり課
灘区桜口町４－２－１
ＴＥＬ 843-7001(代)

いろんな行事がもりだくさん！

掲載している行事は 12 月現在の
予定ですので、変更される場合も
あります。
詳細は上記までお問合せください。

１月
【高羽】4 日(木)9:30～11:30
【岩屋】11 日(木)､25 日(木)10：00～12：00
【鶴甲】お休み
【新在家】23 日(火)13：30～15:00
【西郷】10 日(水)13:30～15:30

【高羽】18 日(木)13:30～
【六甲】13 日(土)14:00～

(囲碁･将棋ふれあいサロン)

17 日(水)13:30～15:30
【王子】27 日(土)13:00～15:00
【篠原】16 日(火)10:00～11:30
【成徳】15 日(月)9:30～11:00
【摩耶】28 日(日) 10:00～12:00
【な ぎ さ】9 日(火)､23 日(火)10:00～12:00
【六甲】14 日(日)10:00～12:00

【高羽】つくしんぼの会…25 日（木）13：30～15：00
【岩屋】子育てサークル…9 日（火）,23 日（火）10：30～11：30

小学生も校区内のイベントに参加できます♪

「東京家族」
【高羽】5日(金),12 日(金),19 日(金),26 日(金)
「後妻業の女」
12:30～15:30
【西郷】4日(木),18 日(木)13：30～15：30
(ハーモニー)
12 日(金),26 日(金)13：30～15：30
(カナリア)
【王子】22 日(月)10:00～15:00

【成徳】★子育てサークル…26 日（金）10：00～12：00
★ふれあい健康麻雀…11 日（木）,25（木）13：30～16：30
ふれあいもちつき大会…6 日（土）10：00～12：00
誕生日会…9 日（火）10：00～12：00
【摩耶】◎パソコン教室…毎週水曜日（3 日はお休み）
★ふれまちコーラス…15 日（月）10：00～12：00
◎着付け教室…15 日（月）,29 日（月）10：00～12：00
【なぎさ】★書道教室…10 日（水）,24 日（水）13：30～15：00
★子育てサークル…12 日（金）,26 日（金）10：30～11：45
パソコン教室…12 日(金),18 日(木),25 日(木),26 日(金)13：30～15：00
【灘】3B 体操…10 日（水）,24 日（水）10：00～11：30
【六甲】◎ふれあいコーラス教室…10 日（水）,23 日（火）10：00～11：30
★ふれあい絵画教室…15 日（月）,29 日（月）9：30～11：30
ふれあいもちつき大会…20 日（土）10：00～11：30
★囲碁ボール…22 日（月）10：00～12：00

★さわやか太極拳…10 日（水）,24 日（水）10：30～11：30
さをり織り教室…11 日（木）,25 日（木）13：00～15：00
【鶴甲】ふれまち新年のつどい…13 日（土）9：30～13：00
【新在家】◎コーラス…5 日（金）,19 日（金）13：30～15：00
◎健康体操会…16 日（火）14：00～15：30 健康講座 3 回シリーズ②…13 日（土）13：30～15：00
◎ヨーガ教室…20 日（土）,27 日（土）14：00～15：30
【西郷】健康マージャン…6 日（土）,13 日（土）,20 日（土）27 日（土）13：30～16：00
ニコニコＭＪＫ2…10 日（水）,24 日（水）10：30～12：00
健康音楽体操…15 日（月）,29 日（月）14：00～15：30 手話教室…17 日(水)10：00～11：30
子育てサロン…19 日（金）10：30～11：30 フラダンス…25 日（木）13：30～15：30
【王子】唱歌の会…9 日（火）13：30～15：00
子育てサークル…12 日（金）10：00～12：00
【篠原】ダーツ練習…15 日（月）13：30～

※ ★印…見学・体験可。◎印…要申込のもの。(無印は来場歓迎)

日付

時

間

行 事 名

場 所

備

考

10：00～11：30

出前おやこ館

9 日：親和女子高校 多目的室
17 日：なぎさ地域福祉センター
23 日：岩 屋 青 年 会 館

13 日（土）

13：00～16：00
（予定）

灘大学 第 4 講「灘映像学」

未定

要申込

13 日（土）

13：00～16：30

バブルサッカー大会

アスコフットサルパーク MAYA

要申込

13 日(土)、20 日(土)、27
日(土)

14：00～16：00

神大喫茶

なぎさ地域福祉センター

14 日（日）

9：45～

地域総合防災訓練

成徳小学校

17 日（水）

9：00～12：00

灘区総合防災訓練

灘区民ホール

体験可

18 日（木）

13：30～15：45

ぐんぐんキッズ

5F 健康教育室

来場歓迎

21 日（日）

13：30～16：00

新年たこあげ大会

たこつくり：王子動物園ホール
たこあげ：王子スタジアム

22 日（月）

10：00～11：30

あおぞら保育（雨天中止）

西灘公園

来場歓迎

23 日（火）

11：00～12：00

防災炊き出し訓練

篠原北町公園

来場歓迎

なだとつながるツアー

六甲山、
横尾忠則現代美術館 等

要申込

原田の森ギャラリー 東館
1Ｆ展示室

来場歓迎

9 日(火)、17 日(水)
、23 日(火)

27 日（土）
31 日(水)
～2 月 4 日(日)

15：00～20：00
（予定）
10：00～17：00
（2 月 4 日
10：00～12：00）

灘区シルバーアート展

ｖ ｏ ｌ .3

来場歓迎

来場歓迎
見学可

要申込

２月
【高羽】1 日(木)9:30～11:30
【岩屋】1 日(木)､8 日(木)、22 日(木)10：00～12：00
【鶴甲】27 日(火)10:00～11:30
【新在家】27 日(火)13：30～15:00
【西郷】7 日(水)13:30～15:30

【高羽】15 日(木)13:30～
【六甲】10 日(土)14:00～

「ホタル」
（作品未定）

(囲碁･将棋ふれあいサロン)

21 日(水)13:30～15:30
【王子】24 日(土)13:00～15:00
【篠原】20 日(火)10:00～11:30
【成徳】19 日(月)9:30～11:00
【摩耶】25 日(日) 10:00～12:00
【なぎさ】13 日(火)､27 日(火)10:00～12:00
【六甲】11 日(日)10:00～12:00

【高羽】2日(金),9 日(金),16 日(金),23 日(金)
12:30～15:30
【西郷】1日(木),15 日(木)13：30～15：30
(ハーモニー)
9 日(金),23 日(金)13：30～15：30
(カナリア)
【王子】26 日(月)13:30～15:30

【高羽】17 日(土)9:00～12:00
【摩耶】4 日(日)10：00～12：00

【高羽】つくしんぼの会…22 日（木）13：30～15：00
【岩屋】さをり織り教室…8 日（木）,22 日（木）13：00～15：00
子育てサークル…13 日（火）,27 日（火）10：30～11：30
★さわやか太極拳…14 日（水）,28 日（水）10：30～11：30
さをり織り教室…8 日（木）,22 日（木）13：00～15：00
【新在家】◎コーラス…2 日（金）,16 日（金）13：30～15：00
◎健康体操会…20 日（火）14：00～15：30
健康講座 3 回シリーズ③…10 日（土）13：30～15：00
◎ヨーガ教室…3 日(土),17 日(土)､24 日(土)14：00～15：30
【西郷】健康マージャン…3 日（土）,10 日（土）,17 日（土）24 日（土）13：30～16：00
健康音楽体操…5 日（月）,19 日（月）14：00～15：30
手話教室…7 日(水),21 日(水)10：00～11：30
ストレッチ＆ヨガ…14 日(水),28 日(水)10：30～12：00
子育てサロン…16 日（金）10：30～11：30
フラダンス…22 日（木）13：30～15：30
【王子】子育てサークル…2 日（金）10：00～12：00
唱歌の会…12 日（月・祝）13：30～15：00
【篠原】輪投げ…5 日(月)13：30～ ダーツ練習…19 日(月)13：30～

【成徳】 ★ふれあい健康麻雀…8 日（木）,22（木）13：30～16：30
★子育てサークル…9 日(金),23 日(金)10：00～12：00
手話教室…15 日（木）10：00～12：00
【摩耶】子育てサークル…5 日(月)10：00～11：30
★ふれまちコーラス…19 日（月）10：00～12：00
◎着付け教室…19 日（月）10：00～12：00
◎パソコン教室…毎週水曜日 10：00～12：00
【なぎさ】★子育てサークル…2 日（金）,16 日（金）10：30～11：45
★書道教室…14 日（水）,28 日（水）13：30～15：00
パソコン教室…未定
【灘】3B 体操…14 日（水）,28 日（水）10：00～11：30
【六甲】★ふれあい絵画教室…5 日（月）,19 日（月）9：30～11：30
◎ふれあいコーラス教室…13 日（火）,27 日（火）10：00～11：30
ふれあい映画音楽会…11 日（日）10：00～12：00
ふれあい健康講座…16 日(金)13：30～14：30
★囲碁ボール…26 日（月）10：00～12：00

※ ★印…見学・体験可。◎印…要申込のもの。(無印は来場歓迎)

ぜひお越しください！

日付

時

間

1 月 31 日(水)
～2 月 4 日(日)

10：00～17：00
（2 月 4 日
10：00～12：00）

1 日(木)

行

事

名

場

所

備

考

灘区シルバーアート展

原田の森ギャラリー 東館
1Ｆ展示室

9：30～17：00

第 120 回ママさん卓球大会

王子スポーツセンター

1 日（木）、15 日(木)

13：30～15：45

ぐんぐんキッズ

5F 健康教育室

3 日(土)

10：00～12：00

第 13 期灘大学第 5 講「灘秘宝館」

水道筋会館

3 日(土)、17 日(土)、
24 日(土)

14：00～16：00

神大喫茶

なぎさ地域福祉センター

10 日(土)

11：00～16：00

マヤ遺跡カフェ

摩耶山 虹の駅付近

10 日(土)

14：00～16：00

介護者応援プロジェクト講演会
「明日は我が身の男性介護」
-みんなで考える男性介護者 100 万人の時代-

六甲道勤労市民センター

来場歓迎

20 日(火)

14：00～15：30

こども食堂

灘区役所 4 階 AB 会議室

来場歓迎

24 日(土)

9：30～14：00

灘区小学生ふれあいドッジボール大会

王子スポーツセンター

26 日(月)

10：00～11：30

あおぞら保育（雨天中止）

西灘公園

来場歓迎

28 日(水)

12：30～14：00

介護者の会

サポートステーション灘
つどいの家

来場歓迎

～交流会～

来場歓迎
要申込
来場歓迎
要申込
来場歓迎
要申込

要申込

