
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

7/6 土 英語でお茶講座 14:15～16:00 サロンYOU 終了

7/13 土 ハンドベル講座 14:15～15:30 サロンYOU 終了

7/5・12 金 中学生の自習室 18：20～20：50 サロンYOU 終了

7/22 月 こうみん未来塾① 「木製ロボット」 10:00～12:00 FT市民センター 事前申込

7/23 火 こうみん未来塾② 「うんちの話」 14:15～16:00 サロンYOU 事前申込

7/24 水 絵手紙講座 14:15～16:00 サロンYOU 事前申込

7/25 木 図書室開放① 貸出・返却 10:00～11:30 武庫小図書室 申込不要

7/26 金 こうみん未来塾③ 「ペットボトル空気砲」 14:15～16:30 コミセン大会議室 事前申込

7/27 土
7/28 日
7/29 月 図書室開放② 貸出・返却 10:00～11:30 武庫小図書室 申込不要

7/30 火 こうみん未来塾④ 「鉄道の歴史」 14:15～16:00 コミセン大会議室 事前申込

7/31 水 こうみん未来塾⑤ 「あなたもパイロット」 14:15～16:00 FT市民センター 事前申込

8/1 木 折り紙講座 14:15～16:00 サロンYOU 事前申込100円

8/2 金 給食袋作り 13:15～16:00 コミセン小会議室 事前申込200円

8/3 土
8/4 日
8/5 月 図書室開放③ 貸出・返却 10:00～11:30 武庫小図書室 申込不要

8/6 火 押し花を使ったしおり作り 14:15～15:45 サロンYOU 事前申込50円

8/7 水 音楽宿題サポート 14:15～15:30 サロンYOU 事前申込

8/8 木 楽しい料理教室① 「ペットボトルピザ＋みかんゼリー」 13：45～16:30 FT市民センター 事前申込200円

8/9 金 図書室開放④ 貸出・返却 10:00～11:30 武庫小図書室 申込不要

8/10 土
農園講座②
楽しい料理教室②

畑仕事

「親子で肉じゃが＋おにぎり」

9:15～10:30

12:30～15:30

むこっこ農園
コミセン調理室

事前申込

子ども150円

大人300円

8/11 日 ①ねぶた絵拡大、農園カレー 9:30～15:00

〃 〃 ②提灯絵講座 9:30～11:00

8/12 月
8/13 火
8/14 水
8/15 木
8/16 金

8/17 土 笹舟作りと流しそうめん 11:00～13:30 コミセン調理室
事前申込

子ども150円

大人300円

8/18 日
8/19 月 図書室開放⑤ 貸出・返却 10:00～11:30 武庫小図書室 申込不要

8/20 火
8/21 水 囲碁・将棋講座 14:30～16:30 サロンＹＯＵ 事前申込

8/22 木 宿題サポート 14:30～16:30 サロンＹＯＵ 申込不要

8/23 金
8/24 土
8/25 日
8/26 月 図書室開放⑥ 貸出・返却 10:00～11:30 武庫小図書室 申込不要

8/27 火 宿題サポート 14:30～16:30 サロンYOU 申込不要

8/30 金 中学生の自習室 18：20～20：50 サロンYOU 事前申込

コミセン大会議室 無料

「第６回武庫小校区ふれあいまつり＆第７回ミニねぶた」 

開催に向けて 令和元年 11 月 9 日(土)午前 10時～午後４時（予定）  

     場所：武庫小学校グラウンドほか 

募集します！

 

現在、実行委員会でイベントの内容や時間帯は調整中です。楽しく、

心に残るまつりになるよう、皆さんのご支援・ご参加をよろしくお願い

いたします。 

先ず、ステージ等の出演者や飲食バザー、フリーマーケットの出店者、

各種ボランティアさんを募集いたします。 

■各種ボランティア
スタッフ   
まつり開催には多くの

ボランティアさんが必要

です。あなたの力をお貸

しください。 

◆運営スタッフとして

（会場設営・撤去、写

真撮影、ステージ設営、

ポスター制作など） 

◆ミニねぶたの制作や巡

行の付き添いなど 

■飲食バザー・フリーマーケット出店者 

＜出店品目＞ 

◆食べ物（焼きそば・フランクフルト・フライドポテ

ト・唐揚げ・たこ焼き等々） 

◆手作り用品・リサイクル用品市 

◆新鮮野菜市 ◆子ども向けゲームなど。 

＜出店条件＞ 

※出店料は無料ですが、テント設営等の出店準備は

お手伝いください。 

※収益の 10％を協賛金としてまち協活動基金へ入

れていただきます。 

＜その他＞品目が重複する場合は、調整いたします。 

■特設ステージ出演者 

＜ジャンル＞ 

歌・演奏（ソロ・グループ

等）、踊り・ダンス、お笑い

芸など、ステージでパフォー

マンスを披露してください。 

※カラオケも可。 

＜持ち時間＞ 

1 組、5 分～15 分くらい 

（内容・出演などにより調整

します。） 

■申し込み、問い合わせ 

★一次募集：8 月 6 日(日)までに、①ステージ出演希望②出店希望③ボランティア希望

がわかるようにして、その内容・お名前・住所・連絡先を電話（050-5328-3031）または

FAX（079-563-1526）でお知らせください。メールでのお問い合わせも受け付けます。

（machikyou@hotmail.com）右記 QRコードから読み取ってください。 

■折り返しこちらから連絡いたします。 

 

 

 

 

中学生ボランティアの案内は 2学期に狭間中学校を通してお知らせいたします。 

むこっこ広場から夏休み講座のお知らせです！ 

 
地域の方のご参加、 

お待ちしております！ 

申込受付が終了しているものがあります。ご注意ください 

① 朝 7 時の段階で警報が出た場合、講座は中止いたします。 

② 申し込みが必要な講座はむこっこ広場ポスト横に用紙を置いています。 

（申込受付が終了しているものがあります。ご了承ください） 

③ 安全上、３年生以下の子どもさんは各講座実施施設への送迎をお願いいたします。 

問い合わせ先：むこっこ広場実行委員会事務局（宝代地） ０７９－５６４－６７４４ 

       むこっこ広場ポスト 武庫小学校内１階 

さんだ放課後子ども教室事業（一部県・国委託事業） 

日時：８月１１日（日）９：３０～ 

場所：コミセン大会議室 

ねぶた絵拡大・提灯制作のお手伝いも募集しています！ 

地域の皆さまのご参加、お待ちしております☆ 

 

    ※緑の表示     は地域の先生講座です。 

mailto:machikyou@hotmail.com

