
学ぶ、体験する

　名称＜主催＞ 内容 日時・場所

フラワーアレンジメント講座
＜第 2 シルバーコースト甲子園＞

四季折々の生花、ハーバリウム、

手作りリースのアレンジメント等

個別指導により作成します。

第３火・水曜日

11:00 ～ 12:00

（第２シルバーコースト甲子園）

問合せ

43-0801

絵手紙講座
＜第 2 シルバーコースト甲子園＞

（初級）

毎週月曜日 14:00 ～ 15:30

毎週火曜日 10:00 ～ 11:00

（中級）

隔週土曜日 13:00 ～ 15:00

（第２シルバーコースト甲子園）

43-0801

書道講座
＜第２シルバーコースト甲子園＞

初歩の筆づかいから

書きたい文字を半紙で練習します。

第２・４日曜日

10:00 ～ 11:30

（第２シルバーコースト甲子園）
43-0801

民謡講座
＜第２シルバーコースト甲子園＞

先生の三味線伴奏で、

民謡を歌います。

第２・４日曜日

13:30 ～ 14:00

（第２シルバーコースト甲子園）

43-0801

ピアノ講座
＜第 2 シルバーコースト甲子園＞

音符が読めない、リズムが取れない

方でも大丈夫です。

聞きなれた曲から聞いてみましょう。
43-0801

ご希望の日時調整可能

（第２シルバーコースト甲子園）

ノルディックウォーキング講座
＜まちのね浜甲子園＞

2 本のポールを使った

新しいウォーキング。

正しい歩き方と体の仕組みを

講師の藤川真司氏から学びます。

第１月曜日

10:00 ～ 11:30

（HAMACO:LIVING 集合）
20-0711

浜甲あるこう会
＜まちのね浜甲子園＞

いつまでも自分の足で歩ける

体づくりを！をモットーに楽しく

おしゃべりしながら歩いています。

毎週月曜日（第 1 週除く）

10:00 ～ 11:00

（HAMADO:LIVING 集合）
20-0711

自力整体
＜自力整体教室こころ＞

自分でできる整体法です。

ゆったりゆっくり誰でもできます。

毎週火曜日

13:30 ～ 15:00

（HAMACO:LIVING）

20-0711

まちのね文庫
＜まちのね浜甲子園＞

「本」を通じて「人」が出会う、

まちライブラリーに登録。

住民さん寄贈の本が約 150 冊あり、

どなたでも自由に読書頂けます。

貸出利用もできます。

月・木・金・土曜日

10:00 ～ 17:00

水曜日

13:00 ～ 20:00

（HAMACO:LIVING）

20-0711

季節の題材（花や果物）をテーマに

先生に教えてもらいながら

絵手紙を作成します。

色彩講座
＜第 2 シルバーコースト甲子園＞

色水や色付きのカードを使い、

色の組み合わせで自由に色彩を

作りだします。

第４金曜日

14:00 ～ 15:00

（第２シルバーコースト甲子園）

43-0801

行ってみよう 地域のつどい場

発行：甲子園浜地区ネットワーク会議

構成団体：甲子園浜地区社会福祉協議会、甲子園九番町管理組合、ロイヤルアーク自治会、甲子園浜校区民児協

　　　　　甲子園浜校区クラブ連合会、ＵＲ都市機構、まちのね浜甲子園、高齢者あんしん窓口浜甲子園

あなたはこの街が好きですか？

住む人との心が通う街になれば、「なお住み心地のいい街」となって、あなたがもっと

好きな街になることと思います。私たちの街の身近にある交流の場を紹介します。

ぜひ、お出かけになって、この街で友を増やしてください。

「甲子園浜地区ネットワーク会議」は、「住み心地のよい街づくり」を目指して、住民ができることを探し、協議

しています。

　　　　　開所日時：毎週火曜日・金曜日　

　　　　　　    9:00 ～ 12:00

　　　　　　　　 場　　所：甲子園浜小学校 地域交流室　

問合せ先：47-7212

地区ボランティアセンター浜こだま 高齢者あんしん窓口浜甲子園

　　　開所日時：月曜日～土曜日　

　　　　　　    9:00 ～ 17:00

場　　所：枝川町 17-40

　　　　　（シルバーコースト甲子園内）

問合せ先：42-3530

日時が変更になる場合がございますので、

事前にお問い合わせ下さい。



つどい場

名称＜主催＞ 内容 日時・場所 問い合わせ

ふれあい昼食会
＜甲子園浜地区社会福祉協議会＞

事前登録した独居高齢者の方が

ボランティアの作る昼食をみんなで

一緒に頂きます。

第 1・3 金曜日

正午から

（南甲子園公民館）

47-7212

ふれあいサロン浜こだま
＜甲子園浜地区社会福祉協議会＞

コーヒー・紅茶を飲みながら

みんなで気軽におしゃべりできる場

です。

毎月最終月曜日

10:00 ～ 11:30

（甲子園九番町市営住宅

 集会所）

47-7212

カフェなぎさ
＜カフェなぎさボランティア＞

お茶を飲みながら誰でも集える

場です。専門職に相談もできます。

第２火曜日

13:30 ～ 15:30

（UR なぎさ街西集会所）

42-3530

ふれあい喫茶
＜浜甲団地自治会＞

地域の皆さんがお茶を飲みながら

気軽におしゃべりしたり、

ゆっくり過ごせる場です。

毎週火・金曜日

10:00 ～ 12:00

（UR さくら街集会所）

老人憩いの家
男性の方でも気軽に参加でき、

囲碁・将棋で楽しく交流できます。

月～土曜日

9:00 ～ 16:30

（老人憩いの家）

HAMACO:LIVING
＜まちのね浜甲子園＞

ご近所さんとゆるく繋がるきっかけ

がある地域のコミュニティスペース。

貸切利用やイベント開催を除いて

どなたでも自由に利用できます。

月・木・金・土曜日

10:00 ～ 17:00

水曜日

13:00 ～ 20:00

（HAMACO:LIVING）

20-0711

OSAMPO BASE
＜まちのね浜甲子園＞

自家製パンのこだわりトーストと

野菜をふんだんに使ったサラダが

楽しめるモーニング・ブランチの

カフェです。

金・土曜日

8:00 ～ 14:00

（京阪浜甲子園モール内）

20-0711

カフェ浜風
＜第 2 シルバーコースト甲子園＞

ドリンクや軽食の販売があり、

お昼ご飯を兼ねてふらっと立ち寄る

ことができます。ドリーム甲子園の

パン販売もあります。

月～金曜日

7:00 ～ 15:00

土日祝

9:00 ～ 15:00

（第 2 シルバーコースト

 甲子園）

43-0801

カフェ
＜アリス甲子園＞

地域の人だれでも利用できる場です。

お気軽にお越しください。ドリーム

甲子園のパン販売もあります。

毎日

9:30 ～ 17:00

（アリス甲子園）
48-0770

映画会
＜アリス甲子園＞

見る映画のジャンルはさまざま。

自宅の近くで気軽に映画を楽しんで

みませんか。

第３金曜日

13:30 ～ 15:30

（アリス甲子園）

48-0770

子育て

名称＜主催＞ 内容 日時・場所 問い合わせ

子育てサロン浜っこひろば
＜甲子園浜地区社会福祉協議会＞

０歳～２歳の子どもを持つ親子が

集い、自由に遊べる場です。

第３火曜日

10:30 ～ 11:30

（浜甲子園団地中央集会所）

47-7212

1 歳半未満

子育ておしゃべり会
＜まちのね浜甲子園＞

1 歳半までのお子さんを持つ

親子のおしゃべり会です。情報

交換やお友達づくりに気軽に

お越しください！

第２金曜日

10:30 ～ 11:30

（HAMACO:LIVING）
20-0711

1 歳半～ 3歳

子育ておしゃべり会
＜まちのね浜甲子園＞

1 歳半～ 3 歳までのお子さんを持

つ親子のおしゃべり会です。情報

交換やお友達づくりに気軽にお越

しください！

第４金曜日

10:30 ～ 11:30

（HAMACO:LIVING）

20-0711

子育てシェア親子交流会
＜AsMama＞

子育てシェアを行う AsMama に

よる親子交流会です。

様々な企画や子育てシェア体験会

などを実施しています。

不定期

（HAMACO:LIVING） 20-0711

いきいき体操

名称 日時 問い合わせ場所

地域住民がグループで、

身近な場所で行う高齢者向けの筋力向上を目的とした体操です。

まずは直接会場にお越しいただき、空き状況をご確認ください。

浜甲いきいきクラブ

枝川会

浜友クラブ

なぎさ街グループ

ロイヤルアーク甲子園

甲友いきいき体操

毎週水・土曜日

13:30 ～

毎週木曜日

9:30 ～

毎週木曜日

10:30 ～

毎週木曜日

10:00 ～

毎週土曜日

13:30 ～

UR さくら街集会所

ロイヤルウエスト甲子園

UR なぎさ街東集会所

ロイヤルアーク甲子園

甲子園九番町市営住宅集会所

35-3294

（西宮市地域共生推進課）

スポーツ

名称＜主催＞ 場所 問い合わせ

甲子園浜小学校の

運動場及び体育館
41-3039

47-3078

40-8660

スポーツクラブ 21 甲子園浜

内容

ソフトボール大会やグランドゴルフ大会、体

育のつどい、マラソン大会等を実施していま

す。見学・体験大歓迎です！

日時が変更になる場合がございますので、

事前にお問い合わせ下さい。

日時が変更になる場合がございますので、

事前にお問い合わせ下さい。


