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親と子が楽しむ絵本の会　　
～見つけよう！お気に入りの絵本～

とき　９月２７日、午前１０時３０分～１１

時３０分　

ところ　児童館

内容　絵本、手遊び、体遊び

対象者　１・２歳児と保護者

定員　１５組　参加費　無料

申し込み　９月３日～１３日に、児

童館へ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合は抽選し、結果

は郵送でお知らせします。定員に満た

なかった場合は、引き続き受け付けます。

音声訳ボランティア養成講習会
（実践編）

　音声訳技術を習得し、視覚障がい者

への録音図書を作成するためのボラン

ティアを養成します。

とき　１０月２日、１６日、１１月２０日、１２

月１８日、平成３１年２月１９日、３月１９日

の火曜日、午前１０時～正午（全６回）

ところ　金剛図書館

定員　２０人　参加費　無料

申し込み　９月６日、午前１０時～、

金剛図書館へ（申し込み先着順、電話

申し込み可）

がんばった人に花まる！

●第6６回市民体育大会

◇サッカー競技の部

《一般男子の部》優勝　ＴМレボ

リューション／準優勝　パントス／

第３位　たざき

◇ゲートボール競技の部

《一般１部》優勝　楠風台／準優勝　

津々山／第３位　嬉

《一般２部》優勝　なかよし／準優勝

中佐備／第３位　ホープ

◇トランポリン競技の部

《Ａクラス》優勝　小田　龍之介／準

優勝　門馬　柴苑／第３位　舩木　

優莉菜

《Ｂクラス》優勝　吉岡　陽七／準優

勝　蔦　龍翔／第３位　森岡　心奏

《Ｃクラス》優勝　徳角　望／準優勝

横山　諒平／第３位　置田　千音

《Ｄクラス》優勝　松葉　玲奈／準優

勝　青木　百花／第３位　尾之家　杏奈

◇合気道競技の部

《少年の部》優勝　田中・花田組／準

優勝　島田・枡田組／第３位　妹尾・

竹山組

《一般の部》優勝　花田（浩）・花田

（真）組／準優勝　西岡・上田組／第

３位　鬼頭・枡田組

◇ソフトテニス競技の部

《高校男子の部》優勝　小野・諏訪組

／準優勝　藤田・中原組／第３位　

鬼追・宮崎組

《高校女子の部》優勝　岡・中馬組／

準優勝　高木・沢田組／第３位　米田・

仲村組

《一般男子の部》優勝　吉見・西川組

／準優勝　河田・下前組／第３位　

梅谷・妻谷組

《一般女子の部》優勝　中村・大島組

／準優勝　安藤・西村組／第３位　

戸田・高山組

《シニア男子１部》優勝　下村・東組

／準優勝　南部・佐々木組／第３位　

宮本・松葉組

《シニア男子２部》優勝　綱島・小森

組／準優勝　竹谷・木下組／第３位　

池田・西畑組

《シニア女子１部》優勝　森田・山本

組／準優勝　矢本・渡辺組／第３位　

山口・平岡組

 

●富田林ラビッツ（バウンドテニス）

Ａ１６歳以上の男女　Ｂ１０人　Ｃ①毎週

水・土曜日＝午前９時～正午、②毎週

火曜日＝午後０時１５分～２時４５分　Ｄ

①河南町総合体育館、②青少年スポー

ツホール　Ｅ入会金１０００円、月額６００円

Ｆ・Ｇ田名瀬さん〔(２９)６０４７〕

●英会話サークルＣ．Ｅ．Ｃ

Ａ市内在住で６０歳以上の人　Ｂ若干名

Ｃ毎週金曜日、午前１０時～正午　Ｄけ

あぱる　Ｅ入会金１０００円、月額３５００円

（別途教材費など実費）　Ｆ・Ｇ小野さ

ん〔（２９）６１７８〕

クラブ員募集

《新刊案内》

■小説など

燃える波　　　　　　　　村山　由佳

地に 滾 る　　　　　　あさの　あつこ
たぎ

おはなし会

中央図書館　９月９日、午前１０時３０

分～１１時

金剛図書館　９月１日、１５日、午

後２時～２時３０分

じゅうたんコーナーでのよみきかせ

中央図書館　９月２日、１６日、２３

日、３０日、午前１０時３０分～１１時

金剛図書館　９月８日、２２日、２９

日、午後２時～２時３０分

あかちゃんのおはなし会

中央図書館　９月２１日、①午前１０時

１０分～１０時４０分、②午前１１時～１１時３０分

金剛図書館　９月１３日、③午前１０時

１０分～１０時４０分、④午前１１時～１１時３０

分、２０日、⑤午前１０時１０分～１０時４０

分、⑥午前１１時～１１時３０分

※午前１０時４０分～１１時に、保健師によ

る子育てについてのお話があります

（金剛図書館のみ）。

※①③④は６カ月～１歳未満の乳児と

保護者、②⑤は１歳児と保護者、⑥は

２歳児と保護者対象（先着各１５組、ハ

ンカチ持参）。

※いずれも当日、直接会場へ。

自動車文庫「つつじ号」巡回日程

Ａ対象者 Ｂ募集人数 Ｃ活動日時

Ｄ活動場所 Ｅ会費 Ｆ申し込み

Ｇ問い合わせ
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総合福祉会館講習会・教室

●パソコン講習会

とき　１０月２日～１２月４日の毎週火曜

日、午後２時～４時（全１０回）

内容　ワード、エクセル、年賀状作り

など

定員　１０人

受講料　無料

※パソコンは無料で貸し出しします。

●健康体操～体力ＵＰ！音楽に乗せて

♪～

とき　１０月３日～平成３１年３月２０日の

第１～３水曜日（１月は第２～４水曜

日）、午後１時３０分～３時（全１８回）

定員　３５人

参加費　無料

●笑いヨガ教室～笑って健康になりま

しょう～

とき　１０月１７日～平成３１年３月２０日の

第３水曜日、午前１０時３０分～正午（全

６回）

定員　２５人

参加費　無料

ところ　総合福祉会館

対象者　市内在住で６０歳以上の人、障

がい者手帳を有する人、ひとり親家庭

の人

申し込み　いずれも９月６日～１３日

に、総合福祉会館へ（申し込み多数

の場合抽選、電話申し込み可）

講演会「障がいって何でしょ
うね？」

　障がいについての知識を深め、自分

の住む地域や日常生活で何かできるこ

とがないか一緒に考えてみませんか。

とき　１０月７日、午前１０時～正午

ところ　すばるホール３階会議室２

定員　２０人

参加費　無料

申し込み　９月６日～、氏名、電話

番号を渋谷さん（えんじゅの会）〔・

(２５)６４５３・Ｅメールshuka_vermillon@

yahoo.co.jp〕へ（申し込み先着順、電

話・ファクス・Ｅメール申し込み可、

電話は午後６時～９時）

 カルチャー 中央公民館講座

①アニメーションを持ちかえろう！ 

～ ｍｏｔｉｏｎ 　
モ ー シ ョ ン

 ｗｏｒｋｓｈｏｐ ～
ワ ー ク シ ョ ッ プ

　昆虫のイラストを描いた後、スキャ

ナーで取り込み、パソコン上の仮想空

間で動かします。完成したアニメー

ションはスマートフォンで持ち帰りで

きます。

とき　９月２９日、午後１時３０分～、

午後３時～（各８０分程度）

対象者　４歳以上の子ども

※小学２年生以下は保護者同伴。

定員　各６人　受講料　無料

②富田林 産 でつくろう！～サツマイモ
もん

を使ったスイーツづくり～

とき　１０月２８日、午前１０時～正午

対象者　小学生以上

※小学生は保護者同伴。

定員　２０人　受講料　５００円

※持ち物は受講決定時にお知らせします。

ところ　中央公民館

申し込み　①は９月６日～、中央公

民館へ（申し込み先着順、電話申し込

み可）、②は９月２０日（必着）まで

に、来館または、はがきに講座名、参

加者の住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電話番号を記入し、５８４-００９３本町１６

の２８　中央公民館へ（申し込み多数の場

合抽選）

買う前に分かるスマートフォ
ン講座

とき　１０月１６日、１１月６日、午後

１時～３時　

ところ　けあぱる

内容　スマートフォンの機能や基本的

な操作方法を実際に体験して学ぶ

定員　各１０人

受講料　３００円

※スマートフォンは無料で貸し出します。

申し込み　９月１３日、午前９時～、

けあぱるへ（定員各５人、申し込み先

着順、電話申し込み不可）

※１８日以降は電話でも受け付け。

※９月６日、午前７時～、けあぱる

ホームページ〔http://carepal.or.jp/〕か

らも申し込みできます（定員各５人、

申し込み先着順）。

けあぱるパソコン講座

●写真の管理・整理方法を学ぶコース

とき　１０月１１日、１８日、２５日の木曜日、

午前１０時～正午（全３回）　

持ち物　パソコン、カメラ（スマート

フォン）、データ転送ケーブル

●パソコンで年賀状を作るコース

とき　１１月１５日、２２日、２９日の木曜日、

午前１０時～正午（全３回）

持ち物　パソコン

●カレンダーや名刺を作るコース

とき　１２月６日、１３日、２０日の木曜日、

午前１０時～正午（全３回）

持ち物　オフィス２０１０以上が搭載され

たパソコン

ところ　けあぱる

定員　各８人（最少催行人数各５人）

受講料　各５０００円（別途テキスト代実費）

申し込み　いずれも９月１３日、午前

９時～、けあぱるへ（定員各３人、申

し込み先着順、電話申し込み不可）

※１４日以降は電話でも受け付け。

※いずれも９月６日、午前７時～、

けあぱるホームページ〔http://carepal.

or.jp/〕からも申し込みできます（定員

各５人、申し込み先着順）。

多文化いどばたカフェ　　　
～南米＋メキシコ編～

とき　９月１９日、午後１時３０分～３時

ところ　ＮＰＯ法人とんだばやし国際

交流協会　定員　１３人

参加費　５００円（フェアトレードコー

ヒー付き）

申し込み　９月６日～、同協会〔(２４)

２６２２〕へ（申し込み先着順）

子どもの心を育てる絵本講座

とき・内容　９月２６日＝子どもが絵

本やおはなしと出会うとき、１０月３日

＝いろんな絵本を知ろう、１０日＝

楽しいよみきかせ

※いずれも午前１０時～正午。

ところ　中央図書館

定員　３０人

受講料　無料

申し込み　９月６日、午前１０時～、

中央図書館へ（申し込み先着順、電話

申し込み可）
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富田林きらめき大学９月講座

●英語でクッキング

　ネイティブの講師やバイリンガルス

タッフと一緒に、クッキングをしなが

ら英語の学習をします。

とき　９月２２日、午前１０時３０分集合

ところ　 Ｔｏｐｉｃ （きらめき創造館）
ト ピ ッ ク

定員　１６人

※小学３年生以下は保護者同伴。

受講料　５００円

持ち物　エプロン

申し込み　９月１０日までに、参加者

の住所、氏名、電話番号を記入し、Ｅ

メールで杉本さん〔Ｅメールsugimoto@

ririku.jp〕へ（申し込み多数の場合抽選）

問い合わせ　生涯学習課〔(２６)８０５６〕

ハンナと歌おう♪ゴスペル教室
～ゴスペル音楽で人権を学ぼ
う！～

　ゴスペルシンガーの 文  屋 　 範  奈 さん
ぶん や はん な

による、同教室を開催

します。ゴスペル音楽

を通じて、差別や人権

について学んでみませ

んか。

　「Ｈａｉｌ　Ｈｏｌｙ　Ｑｕｅｅｎ」

などのゴスペル曲も一緒に歌います。

とき　１０月４日、１８日、１１月１日、１５

日、２９日、１２月６日の木曜日、午前１０

時～正午（全６回）

ところ　人権文化センター

対象者　市内在住・在勤・在学の人

定員　２０人（最少催行人数４人）

参加費　無料

申し込み　９月２０日までに、人権文

化センターへ（申し込み多数の場合抽

選、電話申し込み可）

ところ　ドーンセンター（府立男女共

同参画・青少年センター、大阪市中央

区大手前一丁目３の４９）

※申し込み方法や各イベントのタイム

スケジュールなど詳しくは、府ウェブ

サイト〔http://www.dawncenter.jp/

topics/fes/top.html〕をご覧ください。

問い合わせ　府民お問合せセンター

〔０６(６９１０)８００１〕

第１回家庭園芸セミナー　　
～生き物がつどう庭づくり～

とき　９月２８日、午後１時３０分～３

時（午後１時～受け付け）

ところ　府立環境農林水産総合研究所

（羽曳野市尺度４４２）

定員　１００人

参加費　無料

申し込み　９月２５日までに、住所、

氏名、電話番号を明記し、ファクスで

同研究所〔０７２(９７９)７０７０・０７２(９５６)

９６９１〕へ（申し込み多数の場合抽選）　

※同研究所ホームページ〔http://www.

kannousuiken-osaka.or.jp〕からも申し

込みできます。

コミュニケーションスキル
アップ講座～キーワードは
「仲間づくり」～

　「良い関係性を作るコツ」や「いかに

人をつなぎ活動していくか」など、さ

まざまな活動団体が抱える悩みを解決

するためのヒントを学びます。

とき　９月１１日、午後７時～８時３０分

ところ　市民公益活動支援センター

定員　１５人　受講料　無料

申し込み　９月６日～、同支援セン

ターへ（申し込み先着順、電話申し込

み可）

野外スイーツ教室

とき　９月３０日、午前９時３０分～午

後３時（雨天決行）

ところ　市立青少年教育キャンプ場

（現地集合）

内容　ダッチオーブンを使ったお菓子

作り

対象者　市内在住・在勤・在学の人

定員　３０人

※家族単位でお申し込みください。

参加費　１０００円（小学生未満５００円）

持ち物　軍手、タオル、弁当（昼食）、

飲み物

申し込み　９月７日～１４日に、参

加費を添えて生涯学習課〔(２６)８０６２〕

へ（申し込み先着順、電話申し込み不可）

※Ｅメールでの申し込みも可。申し込

み方法など詳しくは、西野さん（市野

外活動協会）〔Ｅメールkouwa.nishino-y

@nifty.com〕にお問い合わせください。

ドーン de キラリ　 　　　　
フェスティバル

　府では９月を「ＯＳＡＫＡ女性活躍

推進月間」と定め、オール大阪で女性

の活躍推進に向けた機運醸成に努めて

います。その中核イベントとして、働

く女性、働きたい女性のための相談会

などを実施する同フェスティバルを開

催します。

とき・内容　９月７日、午前１０時～

午後８時３０分＝メインシンポジウム

（なるみさん（タレント）のお話、企

業によるトークセッション）など、８

日、午前１０時～午後４時３０分＝女性

起業家・農業家などの製品や農産物の

展示販売、家庭の防災セミナー、学生

向けセミナーなど
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※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２４２)７９９７・０７２(２９６)７３７５〕へ。
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２７

ワークショップ                   
「じないまち能」

　慶長８年建立の 妙 
みょう

 慶  寺 本堂阿弥陀仏
けい じ

の前で、能楽鑑賞「 羽 
は

 衣 」と
ごろも

 謡 の稽古「
うたい

 高 
たか

 砂 」を楽しみませんか。
さご

とき　１０月２５日、午後２時～５時

ところ　妙慶寺（富田林町２０の３１）

定員　８０人

参加費　２５００円

申し込み　９月６日～１０月１０日

（消印有効）に、往復はがきに参加者

の住所、氏名、年齢、電話番号を記入

し、５８４-００３３富田林町２６の１８　じな

いまち四季物語実行委員会じないまち

能係へ（申し込み先着順）

※電話での申し込みも可（月～金曜日、

午前１０時～午後４時に、京谷さん〔０８０

(６２０５)４５４０〕へ）。

  

プラネ de えほん

　プラネタリウムのスクリーンに絵本

を映し出します。

　内容はおおむね１歳～３歳の幼児と

保護者を対象にしたものですが、特に

年齢制限はありません。

とき　９月１３日、１０月１１日、午前

１０時３０分～１１時

ところ　すばるホール３階プラネタリ

ウム室

定員　各１００人（当日、直接会場へ）

参加費　無料

問い合わせ　すばるホール

  

児童館中学生活動                 
「 ｓｍｉｌｅ 」参加生徒募集

ス マ イ ル

　市内在住の中学生を対象に、講座や

講習、教室などを実施します。

とき　９月２０日～平成３１年３月１８日

の毎週月・木曜日、午後６時４５分～

８時（祝日は除く）

※冬の長期休み期間中は活動がありま

せん。

ところ　児童館

定員　３０人程度

参加費　無料

申し込み　９月３日～１４日に、児

童館へ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合は抽選し、結果

は郵送でお知らせします。定員に満た

なかった場合は引き続き受け付けま

す。

  イベント

 カルチャー

ボーイスカウト体験入隊

　自然とふれあい、草や土のにおいを

感じながら、太陽の下でいろいろな遊

びを体験してみませんか。

とき　１０月２１日、午前９時～正午

ところ　太子町立磯長小学校（太子町

春日１５６９）

※現地集合、現地解散。

対象者　５歳～小学２年生の男女

定員　２０人

参加費　無料　

※実施内容などは後日参加者に連絡し

ます。また、雨天の場合は延期します。

申し込み　９月６日～、北　幹雄さ

ん（日本ボーイスカウト富田林第１団

カブスカウト隊）〔０９０(３２８８)５３３１〕へ

（申し込み先着順）
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※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２４２)７９９７・０７２(２９６)７３７５〕へ。
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各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

２８

サバーファームだより

　お花畑では、ピンクや赤のコスモス

が咲き、園内は秋の装いに衣替えします。

●ブドウ大福作り

とき　９月２日、９日、１６日、

１７日、２３日、２４日、午前１０時３０

分～正午、午後０時３０分～２時、午後

２時２０分～３時３０分

定員　各２０人　参加費　７００円

●ハクサイ植え付け体験

とき　９月８日、９日、午前１０時

３０分～正午

定員　各３０人　参加費　無料

●イチゴ植え付け体験

とき　９月２２日、２３日、午前１０時

３０分～正午

定員　各３０人　参加費　無料

●サツマイモ大福作り

とき　９月３０日、午前１０時３０分～正

午、午後０時３０分～２時、午後２時２０

分～３時３０分

定員　各２０人　参加費　７００円

※いずれも当日、午前９時３０分～受け

付け（申し込み先着順）。

●秋の収穫祭

とき　１０月７日、８日、午前９時

３０分～

内容　サツマイモ、サトイモなど旬の

野菜の収穫体験や、子どもが楽しめる

イベントやゲームを開催

※入園料は別途必要です（ただし、レ

ストラン「サバ―キッチン」のみご利

用の場合は、入園料なしでご利用いた

だけます）。

※７月１８日より、バーベキューハウス

が完全予約制になりました（２人以上、

予定日の１０日前より受け付け）。

とんだばやし×クラシック    
「とんクラ！」

　南大阪管弦楽団アンサンブルクラブ

とアンサンブル金剛による演奏で、

モーツァルトを中心とした室内楽の親

密で豊かな世界を楽しみます。

とき　９月１５日、午後２時～４時（午

後１時３０分開場）

ところ　中央公民館２階ホール

曲目　クラリネット五重奏曲、ディ

ヴェルティメントＫ．１３６他

定員　８０人（当日、直接会場へ）

入場料　無料

問い合わせ　中央公民館

きらめきファクトリーイベント

●お布団屋さんに学ぶクッションづくり

　敬老の日のプレゼントにぴったり

な、肌触りのいい木綿を使ったクッ

ションを、職人さんの指導を受けなが

ら自分の手で作ります。

とき　９月１５日、午前１１時～午後０

時３０分、午後２時～３時３０分

定員　各８人

※１０歳以下は保護者同伴。

参加費　無料（材料費１０００円実費）

●おおさか河内材で壁時計を作ろう！

　南大阪で生産されたおおさか河内材

と布を使い、木製の壁時計を作ります。

とき　９月２４日、午後２時～４時３０分

定員　１０人

※１０歳以下は保護者同伴。

参加費　無料（材料費２０００円実費）

※汚れてもよい服装で参加してください。

ところ　きらめきファクトリー

申し込み　いずれも９月６日～、き

らめきファクトリーへ（申し込み先着

順、電話申し込み可）

※９月１日より、「にこにこ市場」の

営業開始時間が午前９時３０分からに変

更となります。

問い合わせ　サバーファーム

第６回かかし選挙大会          
出展者募集

　１０月７日、８日にサバーファー

ムで開催される同大会に、独自のアイ

ディアを生かしたユニークなかかしを

出展しませんか。

対象者　１０月２日～６日に作品を

設置し、１０月１０日～３１日に撤去が

できる人

参加費　無料

申し込み　１０月４日までに、参加者

の住所、氏名、電話番号をサバー

ファーム〔Ｅメールsavor@guitar.ocn.

ne.jp〕へ（電話・Ｅメール申し込み可）

大阪 産 めぐりスタンプラリー
もん

　南河内の農林産物などに親しんでも

らうため、スタンプラリーを開催しま

す。大阪 産 の農林産物などを扱う参加
もん

店（直売所や飲食店など）を巡り、応

募用紙に４カ所のスタンプを集めて応

募していただいた人の中から抽選で、

大阪産農産物などをプレゼントしま

す。

　応募用紙は、参加店や農業振興課な

どに備え付けています。

とき　９月２１日～１２月９日

参加費　無料

※詳しくは、府南河内農と緑の総合事

務所ホームページ〔http://www.pref.

osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index

/index.html〕をご覧ください。

問い合わせ　同事務所〔(２５)１１３１〕

※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２４２)７９９７・０７２(２９６)７３７５〕へ。
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２９

人形劇を出前します！

　子ども会、保育園、幼稚園、老人会

などを対象に人形劇を出前します。

とき　１０月～平成３１年３月

内容　三まいのおふだ、ねずみのよめ

いり

費用　交通費程度

出演　中央公民館クラブ「Ｚｏｏっと」

申し込み　９月６日～３０日に、団

体名、連絡先、公演希望日時（第２希

望まで）を記入し、ファクスで辻さん

〔(２６)２２３７〕へ（申し込み先着順）

秋季特別展示会                     
「100万年  人と自然の石川谷」

　石川では平成元年の立木化石の発見

をきっかけに、ゾウやシカ類の足跡化

石などが見つかり、大規模な発掘調査

が実施されました。今回は、これらの

成果とともに近年の化石発見事例と本

市最古の石器も併せて紹介します。

とき　１０月４日～１１月４日、午前

９時～午後９時（休館日は除く）

ところ　 Ｔｏｐｉｃ （きらめき創造館）
トピック

交流スペース

入場料　無料（当日、直接会場へ）

問い合わせ　文化財課（内線５０４）

芸大寄席2018～愛しさと　
せつなさと　心強さと～

　大阪芸術大学落語研究寄席の会によ

る落語と漫才の演芸会です。

とき　９月１５日、午後２時～３時

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　３０人　入場料　無料

申し込み　９月６日、午前１０時～、

同ホールへ（申し込み先着順、電話申

し込み可）

  

第68回市民文化祭

①コーラスフェスティバル

とき　９月９日、午後１時開演

ところ　すばるホール２階ホール

②市民川柳大会

とき　９月１５日、正午～受け付け（午

後１時、出句締め切り）

ところ　すばるホール２階小ホール

※いずれも入場無料、当日直接会場へ。

問い合わせ　すばるホール

第16回シニアのお祭り

　高齢者大学くすのき塾の受講生によ

る、歌、踊り、体操、手芸、朗読など

学習した成果の披露や、会員劇団によ

るオリジナル劇を上演します。

とき　９月８日、午前９時５５分～午

後２時

ところ　すばるホール２階小ホール

入場料　無料（当日、直接会場へ）

問い合わせ　加藤　一敏さん〔０９０

(３０３９)３０６４〕

献血にご協力を

とき・ところ　９月１５日、午前１０時

～正午＝コノミヤ富田林店、午後２時

～４時３０分＝川西小学校、２３日、午

前１０時～午後４時＝エコール・ロゼ、

３０日、午前１０時～午後２時＝喜志西

小学校

※対象者など詳しくは、お問い合わせ

ください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２６１〕

  イベント 第１回みなみかわち歴史ウォーク
～初秋の天野街道から天野山金剛
寺、天野酒酒蔵を訪ねて～

　華やいで大阪・南河内観光キャン

ペーン協議会では、「今なお残る歴史」

をテーマに、古墳や社寺、文化遺産な

どを訪れるウォーキングを開催します。

とき・ところ　９月２３日、午前９時

３０分～１０時に、寺ヶ池公園広場集合

（南海高野線「千代田駅」から徒歩約

１０分）

※荒天中止。

内容　寺ヶ池公園をスタートし、南海

高野線「河内長野駅」をゴールとする

約１４㌔のコース

参加費　無料（拝観料など実費）　

特典　抽選で参加賞をプレゼント、完

歩賞（シリーズ全３回を完歩した人全

員に賞品をプレゼント）

問い合わせ　同協議会事務局（松原市

役所観光課内）〔０７２(３３４)１５５０〕

人権啓発講演会「ひとり親家
庭の現状と理解・課題」

　不景気な社会を反映して、「子どもの

貧困」など、さまざまな状況に置かれ

ている子どもたちがいます。ひとり親

家庭の現状などについて理解を広める

ため、朝日新聞生活文化部の専門記者

を講師に招き、講演会を開催します。

とき　９月１９日、午後３時～５時（午

後２時３０分～受け付け）

ところ　人権文化センター２階集会室

定員　８０人（当日、直接会場へ）

※託児あり（定員５人、９月６日～

１２日に要予約、申し込み先着順）。

参加費　無料

問い合わせ　市人権協議会〔(２４)３７００〕

※広告の問い合わせは、合同会社ＩＭ総合企画〔０７２(２４２)７９９７・０７２(２９６)７３７５〕へ。
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各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

※各施設へ電話をされる際には、おかけ間違いのないようにご注意ください。

グラウンドゴルフ大会

とき　９月１８日、午前９時３５分～正

午（９時１５分～受け付

け、雨天時は２５日に

延期）

ところ　石川河川敷

川西グラウンドゴル

フ場

内容　２４ホールストロークプレー

対象者　２０歳以上の男女

定員　１００人

参加費　５００円（当日徴収）

申し込み　９月７日、午前１０時～、

市民総合体育館〔(２５)１４４０〕へ（申

し込み先着順、電話・ファクス申し込

み可）

健康づくり教室（10回）

《水泳の部》

①はじめてのスイミング　１０月９日～

１２月１１日の毎週火曜日、午後１時～２

時

②スイムトレーニング　１０月９日～１２

月１１日の毎週火曜日、午後２時３０分～

３時３０分

③アクアビクス　１０月１０日～１２月１２日

の毎週水曜日、午前１１時～正午

④４泳法チャレンジ　１０月１０日～１２月

１２日の毎週水曜日、午後１時３０分～２

時３０分

⑤クロールからのステップアップ　１０

月１０日～１２月１２日の

毎週水曜日、午後３

時～４時

⑥クロール入門　１０

月１１日～１２月１３日の毎週木曜日、午後

１時～２時

⑦水中ウォーキング　１０月１１日～１２月

１３日の毎週木曜日、午後２時３０分～３

時３０分

⑧平泳ぎ入門　１０月５日～１２月１４日の

毎週金曜日（１１月２３日は除く）、午後１

時～２時

⑨平泳ぎ初中級　１０月５日～１２月１４日

の毎週金曜日（１１月２３日は除く）、午後

２時３０分～３時３０分

⑩アクアトレーニング　１０月６日～１２

月１５日の毎週土曜日（１１月３日は除

く）、午後２時～３時

３０

《陸上の部》

⑪バランスボール　１０月９日～１２月１１

日の毎週火曜日、午後２時３０分～３時

３０分

⑫フラダンス　１０月１１日～１２月１３日の

毎週木曜日、午前９時４５分～１０時４５分

⑬ピラティス　１０月１１日～１２月１３日の

毎週木曜日、午前１１時～正午

⑭ヨガ　１０月１１日～１２月１３日の毎週木

曜日、午後１時～２時

⑮ライトヨガ　１０月１１日～１２月１３日の

毎週木曜日、午後２時３０分～３時３０分

ところ　ウエルネスけあぱる

対象者　高校生以上の人

定員　各１５人（ただし、③⑦⑧⑨⑩は

各２０人、⑪は１０人）　

参加費　各５０００円　

※施設利用料は別途必要です。  

申し込み　９月６日、午前１１時～、

ウエルネスけあぱるへ（申し込み先着

順、電話申し込み不可）

肩凝り予防健康体操教室

　タオルを使って、手軽に楽しみなが

ら肩・背中周りをほぐします。

とき　９月１８日、午後２時～３時

ところ　レインボーホール（市民会館）

定員　３０人

参加費　５００円（当日徴収）

持ち物　運動靴、タオル、飲み物

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　９月６日、午前１０時～、

同ホールへ（申し込み先着順、電話申

し込み可）

ヘキサスロンで運動能力測定

　遊び感覚で「走る」「跳ぶ」「投げる」

など基本的な動作を自然と身に付ける

ことができる運動プログラム「ヘキサ

スロン」で運動能力測定をしましょう。

とき　１０月８日、午前１０時～正午、

午後１時～３時

ところ　青少年スポーツホール

対象者　小学生

定員　各２５人

参加費　５００円（当日徴収）

持ち物　上靴

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　９月７日、午前１０時～、

同ホールへ（申し込み先着順、電話申

し込み可）

小学生トランポリン教室

とき　１０月５日～１１月９日の毎週金曜

日、午後３時３０分～５時（全６回）

ところ　児童館

対象者　小学１～３年生

定員　１６人

参加費　無料

持ち物　上靴、タオル、

飲み物

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　９月７日～１４日に、児

童館へ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合は抽選し、結果

は郵送でお知らせします。定員に満た

なかった場合は、引き続き受け付けま

す。
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９月・10月の                      
東公民館ホール一般開放

とき　９月２日～１０月２８日の毎週日曜

日（９月２３日、３０日は除く）、午前９時

～午後５時

利用内容と貸出遊具　卓球、バドミン

トンなど　

使用料　無料　持ち物　上靴

問い合わせ　東公民館

剣道体験会

とき　９月２９日、午後６時３０分～７

時１０分

ところ　金剛中学校体育館

対象者　市内在住で平成２５年４月２日

生まれの幼児～中学生

定員　２０人

参加費　無料

持ち物　タオル、飲み物

申し込み　９月６日～、井上さん

〔０９０(３８４９)５７５４〕へ（申し込み先着

順）

〔金剛連絡所　 (29) 1401〕

  

９月短期鉄棒チャレンジ       
コース

とき　９月１２日、１９日、２６日、

午後３時４０分～４時３０分（全３回）

ところ　市民総合体育館

内容　チャレンジしたい鉄棒種目を練

習します

対象者　５歳～小学２年生

定員　１０人　

参加費　２７００円

持ち物　上靴、飲み物

※動きやすい服装で参加してください。

申し込み　９月７日、午前１０時～、

参加費を添えて市民総合体育館へ（申

し込み先着順、電話申し込み不可）

体育の日だよ！                     
みんなでテニス

とき　１０月８日、①午後１時～２時、

②午後２時２０分～３時２０分、③午後３

時４０分～４時４０分　

※雨天中止。

ところ　総合スポーツ公園

対象者　①は５歳～６歳の子どもと保

護者のペア、小学１～２年生の子ども

と保護者のペア、②は小学１～２年生

のペア、小学３～４年生のペア、③は

小学３～４年生のペア、小学５～６年

生のペア

定員　各１０組２０人

参加費　１組１０００円（当日徴収）

※送迎希望者への対応あり。

申し込み　９月６日、午前９時～、

総合スポーツ公園へ（申し込み先着順、

電話申し込み可）

  スポーツ

３１

電話番号＆今月の休館日

※休館日は翌月の５日まで掲載。

●市民総合体育館  　  (24) 2265

休みません

●青少年スポーツホール  (29) 3778

休みません

●総合スポーツ公園    (35) 2121

休みません

●図書館　

中央 (25) 4921・金剛 (28) 1171

９/３、１０、１８、２４、１０/１

●公民館　

中央 (24) 3333・金剛 (28) 1121

東 (25) 1772・ 喜志分館 (25) 7966

９/３、１０、１７、１８、２３、２４、１０/１

●人権文化センター    (24) 0583

９/２、９、１６、１７、２３、２４、３０

●児童館  　　　　　  (25) 0666

９/２、９、１６、１７、２３、２４、３０

● Ｔｏｐｉｃ (きらめき創造館) （26）8056
トピック

９/１７、２３、２４

●すばるホール  　　  (25) 0222

９/３、１０、１０/１

●レインボーホール(市民会館)  (25) 1117

９/５、１２、１９、２３、２６、１０/３

●市民公益活動支援センター  (26) 7887

９/１、２、８、９、１５～１７、２２～２４、

２９、３０

●総合福祉会館　　    (25) 8261

９/１８、２３、２４　※毎週木曜日は浴場の

利用はできません。

●かがりの郷  　　　  (20) 6070

９/１７、２３、２４　※毎週月曜日は浴場の

利用はできません。

●けあぱる  　　　　  (28) 8600

　ウエルネスけあぱる  (28) 8668

９/３、１０、１７、２４、１０/１

●農業公園サバーファーム (35) 3500

９/３、１０、１８、２５、１０/１

●旧杉山家住宅・寺内町センター  (23) 6117

　じないまち交流館    (26) 0110

　旧田中家住宅　  　  (25) 6771

９/３、１０、１８、２５、１０/１

●きらめきファクトリー  (24) 5500

休みません

●消防本部・消防署    (23) 0119

　金剛分署　　  　　  (29) 0119

　消防災害情報案内0180 (99) 7299

●防災情報音声案内サービス（防災無

線音声確認） 0800 (805) 5653
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