
子ども・若者の将来を考えよう！
金田康平

【尼崎城講座】戦国時代にも尼崎城があった
楞野一裕

認知症の人とのおつきあい
松本信愛

宿題はこれでOK 木製マイ箸づくり体験
森松信夫　　　　　　　　　　　（有料）

「宅幼老所あゆみのいえ」をご紹介します
田井尚美

【ミーツの学校】知的・発達障害　疑似体験
WS　まんまるはーと講師陣より有志数人

「でばんですよ！」を考えるんですよ！
尼崎市役所若手職員３名

あなたも「場」づくりのエキスパートに！
田中晃代
 
『働く』ってなんだろう？
～ミライ企業を用いて～　　佐々木研

みんなで手作り怪獣映画を撮ろう！！
奥野憲吾
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美術室

化学教室

１時間目　
９:30～10:20

５
階

お手紙感覚で感動！インタビュー詩の世界
清田仁之

親子で楽しむ大道芸講座
丹後和也

誰でもできるお手玉遊び（脳の活性化で
楽しい人生を）　黒田治子、池辺美保子

シティボーイだったお釈迦様　甦る仏の世界
薮野正明

孫をみる時に役立つ子育ての常識、今昔！
子育てカウンセラー　kiyo

プロのデザイナーと○○本づくり企画編
道脇荒

福島をたずねて
義岡翼

今更聞けない残暑見舞いの書き方講座
尼崎市内郵便局長

晴れやかな笑顔で生きるために
増田吉英
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調理室

４
階

BOB とMana の「なつかし青春写真館」
原田明、加藤学

高校野球顧問の日常
平家靖久

大阪弁を言語学的に説明すると
沼野治郎

1億年前のアンモナイトを触ろう！
中元学

調べてびっくり！ジュースの糖分
古山みゆき

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

元漫才師公務員の「お笑い行政講座」・江上
江上昇

幕末年表と人物仕分け表を作ろう！
新撰組と薩長同盟 (こかげの中学生たち )
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３
階

国際協力ってなんだろう？
関西 NGO 協議会

英語落語
吉田和平

世界の宗教数珠繋ぎ①　　神社神道
江田政亮

【尼崎城講座】尼崎城ってこんなお城だった
室谷公一

つくろう！「刀とんぐ」で、ござる。
護美奉行 かたづけやのそうじ　　（有料）

割り箸から見える環境保全２０１８
森松信夫

命の授業
大永尉恵

【ミーツの学校】発達凸凹と診断されてから
江本靖直

ありたいまちってなんだ !?
政策課

あなたの知らない「尼崎の森」
若狭健作・綱本武雄

フェイスエクササイズ始めるのは今でしょ！
樋口まり

みんなで手作り怪獣映画を撮ろう！！
奥野憲吾

２時間目　
10:40～11:30

みんなで一緒に公共施設マネジメント
尼崎市ファシリティマネジメント推進担当

誰でもできるお手玉遊び（脳の活性化で
楽しい人生を）　黒田治子、池辺美保子

安心ってどんなん？こども大人も全員集合！
きむほりょん

EU が禁止した農薬で日本の野菜が危険に
久保光

新聞の話今昔
村瀬隆三

一分で気持ちが切り替わる方法
松村史邦

みんなで作ろう世界でひとつの「夢の木」
坂本杏夏& 和田栞奈

即興小説ゲームを体験してみよう！
なべとびすこ、ナカナオ

知ってみよう「障害年金」
神谷利彦

外交的なコミュ障の場づくりのススメ
世古口敦嗣

ようこそあまかん老人クラブへ
松永洋子

健康　自然治癒力　オステオパシーって何？
荒木信行　阪口竜也　ほか

協働のまちづくりの秘訣教えます
久隆浩

道の駅らいふ。～幸せは道の駅にあるのだ～
藤井 秀規・菜摘・和葉・たまご

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

デートDVってなに？
岩田さやか

信仰の行方―棄教宣教師とキリシタン禁制
柏原康人

「じんけん」　ってな～に？
宮下邦雄

阪急ブレーブスを語ろう
加藤寿一

「お昼だヨ！神仏集合」
宏林晃信・福島旭・江田政亮・マサミ

【尼崎城講座】
尼崎城の城主はこんな人だった　河野未央

これであなたも護美奉行！で、ござる。
護美奉行 　まちなみせいのすけ

尼崎と大阪を結ぶ街道は四つも有った
藤岡弘昭

お墓？永代供養？をお考えのあなたに…
橋本雅夫

【ミーツの学校】見えないってどんな感じ？
亀山直美

ディズニーの楽しみ方を考える！
いしまるまゆ

みやけなおこと尼人達（あまびとたち）
三宅奈緒子

本当は当たり前じゃない！尼崎の水道百年史
公営企業局　企画管理課

みんなで手作り怪獣映画を撮ろう！！
奥野憲吾

３時間目　
11:50～12:40

☆ママの働き方改革☆
ＮＰＯ法人愛逢「re:くらぶ」

みんなの空手道
松井厚

「積ん読」解消！しつもん読書術体験会
やまぐちまさし　　　　　　　　（有料）

野菜の気持ちと育て方 ( 園芸の基礎など )
藤井 太一

上方舞フィットネス
山村若萠紀

まじめに遊ぼう！レゴブロック
山田奈津美

楽しいお遍路のすすめ
仁保めぐみ

どんとくらい 老人ホーム
小林浩司

リラックス椅子ヨガ＆チェアービクス初級
清谷善子　　　　　　　　　　（有料）

コグニサイズ～認知症予防～
二神あづさ

インドの音色で深める呼吸とWill
バンスリー奏者　よっぴ

身ぶり手ぶりでお話ししてみよう！！
清水知子

健康　自然治癒力　オステオパシーって何？
荒木信行　阪口竜也　ほか

認知症サポーター養成講座
キャラバン・メイト

それ、ホント？心理学でみる私たちのフシギ
吉本茉樹、寺薗翼、小山絢楓

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

みんなの防災
藤田朝代

メコンで親の散骨、哀しみから生きる勇気へ
古山裕基

手づくりパズル王 ? 決定戦！
吉田いつむ

「コミュニティデザイン」ってなんだろう？
丸毛幸太郎

世界の宗教数珠繋ぎ②　仏教
宏林晃信

【尼崎城講座】尼崎城跡はこう変わっていった
桃谷和則

正しい睡眠は、美力・学力・出世力 UP
樋口まり

もっと知ろう！尼崎の魅力
尼崎市シティプロモーション推進課

性の多様性について知る・学ぶ・考える
崎山知二　　　　　　　　　　　（有料）

点字体験してみよう！
尼崎市立中央図書館　馬場みどり、牧野由紀

障害者の「働く」とは？本日公開！就活支援
柳詩織

はじめての外国語ガイド
古市和久

うふふなゼミ in サマセミ
うふふなゼミ運営委員

みんなで手作り怪獣映画を撮ろう！！
奥野憲吾

４時間目　
13:40～14:30

働き方改革ってどんなん？（仮）
大江和夫

外国人観光客向けエンターテイメント
加藤学

ワンダーウーマンは、かくして生まれた！
細見義博

終活のイロハ
水上由輝徳　　　　　　　　　　（有料）

主婦もマネジメント、ドラッカーで家庭円満
松崎克彦

心と体の疲れをとるタッピングタッチ
三浦有樹

親子リトミック
武田康子（FM 尼崎）、遊喜直美

楽しい室内ゲームを学ぼう！
杉村政英

発達障がいについて一緒に考えよう
やましの

食品で作るマイエンザ（≒ＥＭ菌）の作り方
久保光

【在宅療養】最期まで自分らしく暮らす
山下寛人

夢ロゴアート体験講座
岡部ともみ　　　　　　　　　　（有料）

マネ楽（がく）講座☆お金ってなあに？
ゆきmamaS

ＨＡＣＣＰによる食品衛生管理と市の取組み
來住亜希子

パズルで学ぶコミュニケーション
尼子尚造

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

塚口癒しの古民家店舗再生まちまちおこし
磯田洋一

銭湯と暮らし ─ 銭湯の王国・尼崎より
ヒラオシンイチ

防災・減災―高校生にできること
川元、上村、黒田、前田、高濱、松本

髪のボランティア「ヘアドネーション」
JHD＆C スタッフ

世界の宗教数珠繋ぎ③　キリスト教
新城円蔵・福島旭

【尼崎城講座】そして阪神尼崎駅周辺地区は
こう変わります　　まち咲き施策推進部

あなたもできるガイド！英語力不要？！
南野幸子

知らないと損！お葬式費用＆家族葬の豆知識
矢部宏

車いすがチャリティを考えた in ロンドン
藤原舜

ビブリオバトル尼崎　サマセミの乱
尼崎市立中央図書館　山本美和

週に何回かは食べている魚のお話し
大島俊一郎

動物実験って・・・
海野隆

あなたも政治家に
丸尾牧

みんなで手作り怪獣映画を撮ろう！！
奥野憲吾

５時間目　
14:50～15:40

アマに 10 代のためのたまり場をつくろう！
桑原陣

マーケットの向こう側
ひで＠MASH

フェイクスイーツつくり
みはらともこ　　　　　　　　　（有料）

66 歳ジジイのモスクワ大学留学記
谷岡諭

もちあじワークでいろんな自分や性を発見！
宝本いつみ

介助犬との生活＆音楽ライブ
上原裕圭子　HAMAO

物語に描かれたオトコたち
下村透

ステキ！には法則がある-色の秘密教えます
市川多恵子

嘘はいけない？ー哲学・思想入門ー
田畑北斗

みんなで『けんぽうビンゴ』！
弘川欣絵

「けいざいごっこ」であそびましょ！
上川智子

温度を色に変えてみよう！！！
山口祐貴子

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

現役高校生が語る今どき高校生事情
県立尼崎北高等学校　生徒会

スマホで作る、「近ごろニュース」！
AKI (こかげの中学生たち )

糖質制限ダイエットのあれやこれや
内山浩一

【場づくり特講】週間マガリの場合
小西亮（こにしりょう）

うさぎでプログラミングだぴょん
Code for Amagasaki

弁護士がやってるこどもシェルター
【こころんハウス】の子どもたちとおとな

英検３級に合格しよう
古川剛

公務員と語る、公務員を語る（を語る編）
吉松俊貴

災害時のいのちをつなぐ食
～つなぎへのそなえ食～　　松葉真

発想法２( 駄洒落セラピー・大喜利大会？ )
丸山学

小学校の先生が教えるバイクのメンテナンス
福山圭介

尼崎のフリーマガジン「南部再生」の世界
若狭健作

米粉のシフォンケーキの作り方とお米の話
山﨑憲一

１時間目　
９:30～10:20

かしこいバスの使い方（仮）
星川昌則

腕輪念珠（数珠）を作ってみよう！
中平了悟　　　　　　　　　　　（有料）

自然の恵みを楽しむエコ工作
新籾喜久

フォトボードを公園の枯れ枝で作ろう！
幸田力　　　　　　　　　　　　（有料）

探して塗って、楽しいマンダラ塗り絵
森木佳代子

カードで遊んで英語大好き！
藤田あやみ

楽しく学ぼうAED と心肺蘇生法
ノダタケヒコ

万華鏡を作ってみよう
立浪雅美

手軽に薬膳料理
辻本由美

こころの相談室 愉しく生きる
矢木孝

子ども・若者を応援する人になりたい！
枡谷礼路

フェアトレードを選ぶ未来の話
中川寛子

熱血！手話道場！！～手話にかける夏～
岡崎伸彦

ミーツ・ザ・福祉。のつくりかた
ミーツ・ザ・福祉実行委員会

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

妖・怪・談義－尼崎のフシギなお話－
大江篤

糖質制限ダイエットのあれやこれや
内山浩一

じぶんでつくろう！こども収納防災リュック
お片付けの先生　山口麻里

認知症の基本的な知識と適切な関わり方
江頭 秀明 (きらめき介護塾 シスター )

【場づくり特講】コーポラスはりまの場合
佐伯亮太（さえきりょうた）

地図、描いてますか？描きましょう！
Code for Amagasaki

サマセミ副音声 vol.3
毛受芳高、広石拓司、船木成記

英検２級に合格しよう
古川剛

公務員と語る、公務員を語る（と語る編）
川越好朗

続・そして阪神尼崎駅周辺地区はこう
変わります　　まち咲き施策推進部

明るいだけじゃないんです :照明屋の告白
川北友子

アクション・ペインター　白髪一雄を
知っていますか？　　妹尾綾

歌の都市伝説や本当の意味を知ろう
由木美来

なりたい自分になろう！！
相川 野口 中尾 松浦 塩田 木村 橋本 岩木

２時間目　
10:40～11:30

生活習慣病を治す、世界の代替療法いろいろ
久保光

大人の常識！子どもの非常識？
坂本夏音＆奥平愛子

生ゴミでたい肥づくりを！
門田ゆきえ

ラジオドラマに出てみよう！
teeny-weeny

手作り紙芝居講座
中嶋裕子　竹内朱美

海山川で区切らない、新しいまちづくり
「くじゃく町」町長　うえしばえいじ

目力マジック～自分を好きになる～
圓句美沙（みっぺ）

車いすの僕がみんなに伝えたいこと
竹下浩介

一緒に考えよう！「ピンチ」の乗り越え方
よし田たかし

阪神間の電車・バスのあるある話
米澤和志

ベビー・キッズモデル撮影体験！
acola（中村篤子）　　　　　　　（有料）

チカ☆ちか☆ちかまつ
細井ありさ、本田佳寿美

アメリカ大統領選にみる、選挙参加増の秘訣
弘川欣絵

現代の結婚・婚活の実態を語る！
木村惠

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

電車をピタッと停めてみよう
北村博志

知って安心、守って安全、尼崎市の防犯事情
市及び東警察署職員

江戸時代の絵ことばを楽しもう
吉原正人

スリーA 脳活性化ゲームで認知症予防
江頭 秀明 (スリーA認定インストラククター)

【場づくり特講】納屋（なや）工房の場合
長谷川香里（はせがわかおり）

ナゾ解きゲームを尼海で？海の秘密教えます
平井研

場作りの方法、教えます
広石拓司

神社の楽しみ方
永野純一郎

知っておきたい成年後見制度
伊藤剛史

見てきたように語る尼崎の近現代史名場面
大迫力

会議を絵にする技術を学ぼう～入門編～
丸川正吾

ど～なってるの！役所の文書管理
松岡弘之

ねてみるユメのいかしかた
佐久川華美

３時間目　
11:50～12:40

可愛い動物おしぼりアート
松田雅子　　　　　　　　　　　（有料）

日本髪変身スタジオ ～たちまち和の美人～
北内新子　　　　　　　　　　　（有料）

土のう袋でたい肥をつくろう
門田ゆきえ

AI に職を奪われない自信はありますか？
阿部義之

元漫才師公務員の「お笑い行政講座」・桂山
桂山智哉

コスガミユキのカラダ教室
コスガミユキ

アマガサキトゥザフューチャ２カードゲーム
ATTF2 普及委員会

おせっかいと自立との深遠なる関係 ...!
林弘之

東日本大震災被災地支援から繋がる地域防災
尼崎西高校防災プロジェクトチーム

怒ってもいいんだよ～
柏美香　　　　　　　　　　　（有料）

人間知恵の輪やりたくない？
岩嶋、岸本、尾形、中川、影山、尾崎、大江

障害者福祉現場への就職のお誘い
広瀬　徹

55 歳でフルマラソン
二木一夫

石川県人お風呂屋さんの謎
宮崎良美

学びの「かたち」を考えるーフレネ教育入門
鈴木伸尚・枝廣直樹

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

会話の温度が1℃あがる『つっこみ』講座
清田仁之

尼崎の水路めぐり―六樋探訪
吉原正人

子どもに使える東洋医学＆心理学
迫田敬一

【場づくり特講】まちごと総研の場合
東信史（ひがしのぶふみ）

尼崎の交通史
堺洋之

「とりあえず大学進学」が危ない！
毛受芳高

猫の教室はじめます～里親さんをさがそう
河田優子

あのセレブも魅了した文楽の聖地「尼崎」
天野光 ( 古典芸能案内人・講師、執筆 )

オリジナルの「妖怪うちわ」をつくろう！
園田学園女子大学　大江ゼミ

ジンバブエ野球会
正岡茂明

食べ物の好き嫌いをかんがえよう
大符里佳子

レアメタルと小型家電リサイクル法
園欣彌

４時間目　
13:40～14:30

福知山脱線事故から13 年間の『軌道』
松本創

日本髪変身スタジオ　～たちまち和の美人～
北内新子　　　　　　　　　　　（有料）

お気に入りのTシャツでエコバックをつくろう！
佐藤和子

情報あふれるネット時代に学ぶ意味とは？
阿部義之

学習教室の実態と上手い使い方
藤田和成

青春時代が蘇る、嬉し懐かし昭和音楽！
佐田賢一郎

だれでもリトミック
田中幸子

赤ちゃんは出会いのキューピット？
ママの働き方応援隊阪神東校

成年後見と年金（老齢・遺族・障害）
衣川智春

楽ちん技あり♪プロが教える 防災備蓄収納
お片付けの先生　山口麻里

未定
能島裕介

ネットの使い方を大学生と考えてみよう！
池川正広、高田亮太、西尾一起

親子で楽しむ電車の話
石丸敬人

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

人生の役に立つプレゼン講座
清田仁之

原爆被害者による語り部
山下喜吉　ほか２人

今書いちゃお！叶った日付発行の「夢新聞」
渡辺愛

元騎手が語る競馬の楽しみ方とダイエット
三野孝徳

【場づくり特講】studio-L の場合
林彩華（はやしさいか）

伊丹の交通史
細尾哲也

もし尼ゲーム☆「縁起でもない話をしよう」
西山裕規

新感覚『ほめゲー』でワクワクしよう！
泊由美子

心理テストで自分を知ろう
西村健

幻の巨大商社「鈴木商店」のヒミツ
小林由佳

ゲイが選ぶ映画の中のマイノリティな人々
景山幸信

尼崎城・尼崎藩・すごい尼崎
正岡茂明

水鉄砲であそぼう !!
廣瀨珠梨

自分だけの世界に１つの【風鈴】を作ろう！
十文字学園女子大学　星野ゼミ

木工教室
お助け戦隊ケンチック　　　　　　（有料）

木工教室
お助け戦隊ケンチック　　　　　　（有料）

絵が苦手！が絵が好き！になる快画教室
青野宇作

伝統文化を体験しよう !　いけばな
西多美甫　　　　　　　　　　　　（有料）

伝統文化を体験しよう !　いけばな
西多美甫　　　　　　　　　　　　（有料）

世界を目指せ！バルーンアート教室
風船使いたけむぅー

世界を目指せ！バルーンアート教室
風船使いたけむぅー

体験！ゲームで学ぶ SDGｓ
福嶋慶三（ふくちゃん）

体験！ゲームで学ぶ SDGｓ
福嶋慶三（ふくちゃん）

夏本番！オリジナルうちわを作ろう！
冨羽　一成　　　　　　　　　　　（有料）

今年も作ろう！アロマで虫よけスプレー♪
穴田美緒／南野美恵子　　　　　　（有料）

アロマでスッキリ冷んやり夏のジェル作り♪
穴田美緒／南野美恵子　　　　　　（有料）

はかせと一緒にブクブクピカピカ大作戦じゃ
エコピカはかせ　　　　　　　　　（有料）

お灸教室　体験しましょう！
田渕貞夫

水道ラボ　実験教室
公営企業局　神崎浄水場

親子で工作　つくってわかる３Ｄまちづくり
都市計画課

親子で工作　つくってわかる３Ｄまちづくり
都市計画課

花育 and クラフト
ichi & mami　　　　　　　　　（有料）

花育 and クラフト
ichi & mami　　　　　　　　　（有料）

５時間目　
14:50～15:40

大人と子どもの居場所みんなの学校のぼさん
礒田洋一

トランジションタウンのお話
ヒデ＠MASH

ゴミゼロ発想から生まれたオリジナル袋
渡辺真理

楽しい文房具の世界を体験しよう !
官浪伸次

小さくはじめる絵画教室【にがおえ編】
綱本武雄

若かりし頃の合コン傷心物語
深野剛

ヘキサスロン
しもやままさひろ

絶望と人生ー哲学・心理学入門ー
田畑北斗

大庄公民館建築案内
ボランティアガイド　中田明義

読書感想文は面白いのかもしれない
坂本恵利子

高校生と大人の学びあい、飯田の旬な話
木下巨一

藻川のおいしい川魚料理を食べに来て！！
佐藤亮

夏バテ知らず !! 魔法のカレー
マリリンママ：元気な尼っこは食から（有料）

夏バテ知らず !! 魔法のカレー
マリリンママ：元気な尼っこは食から（有料）

給食センター準備中！ダシにもこだわりマス
尼崎市教育委員会事務局中学校給食担当

サイダーをつくってみよう
野口緑、中浦法善、松井恵美　　　（有料）

再発見！和食の魅力“UMAMI”
橋本豊マスター・長谷川まゆみ・中川理加子

再発見！和食の魅力“UMAMI”
橋本豊マスター・長谷川まゆみ・中川理加子

みんなで楽しくクッキング！！
尼崎双星高校　家庭科部　　　　（有料）

みんなで楽しくクッキング！！
尼崎双星高校　家庭科部　　　　（有料）

開花するマチ。尼崎一番しゃべり。
ボブ原田

未定
松本眞

脳の力を高める！マインドマップ入門講座
阿部壮一郎

食品ロス問題とフードバンク
松尾粒一

オムツ替えのできる自習室
あまぴっと＆学習教室こかげ

ウルトラヘルスごろ寝体操健康法
日本成人病予防協会健康管理士　山田眞市

エネルギーを替えれば世界が変わる
広畑貞昭

未来を変えた島の学校、隠岐島前高校Ⅱ
兵庫県出身の島留学生

『考える力が育つ魔法の折り紙』であそぼう
古村好規

落語家から学ぶコミュニケーション術
露の団姫（つゆのまるこ）

出張　ことはじめかいぎ
ことはじめかいぎ世話人会

英語学習で記憶力を今以上に！
井田規文

えっ!?学校で教えてくれない英語のヒミツ?
髙本裕子、松原沙織　　　　　　　（有料）

えっ！？ 50 分で学べる英語文学の名作？
髙本裕子、松原沙織　　　　　　　（有料）

私にも撮れるカメラ教室（基礎知識編）
尼崎市本庁写真部　吉本しゅうじ

私にも撮れるカメラ教室（撮影実習編）
尼崎市本庁写真部　吉本しゅうじ

ビーズアクセ付き可愛いフラワーペン作り！
キッズティーチャーユニット　　　（有料）

ボーイスカウトは、かくも楽しく素晴らしい
ボーイスカウト尼崎地区組織拡充委員会
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8月４日（土） ５日（日）

大時間割表 ・事前申し込みはありません。
・先着順でしめきりになる授業もあります。
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