
※イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。

がんばった人に花まる！
●第25回記念富田林市美術協会展
会員作品
《大賞》東條　美砂子（日本画）
《準大賞》岡村　和美（洋画）／辻宅
秀石（書）
《会長賞》溝口　眞一（洋画）／原田
文裕（写真）
一般公募作品
《市長賞》曽我　雅行（洋画）／清水
蘭雪（書）
《教育委員会賞》　安田　末子（日本
画）／梅山　尚土（洋画）／奥野　
玲子（洋画）／安村　智富美（写真）
《すばる賞》　田中　里美（日本画）
／ 西澤　玲子（洋画）／山中　栄子
（洋画）／大野　澄子（書）／山澤　
征史（彫刻）
《ＪＡ大阪南賞》三井　三恵子（日
本画）／平山　陽子（洋画）／東尾　
勇（洋画）／中西　香織（彫刻）
《富田林商工会賞》馬場　美代子（日
本画）／小林　修（洋画）／谷口　
峰子（洋画）／野口　忠郎 （写真）
《富田林ロータリークラブ賞》厨子
肇（洋画）／渡曾　捷泰（書）／
内原　実（写真）

クラブ員募集
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　

富田林女声コーラス
A市内在住・在勤の女性　B５人　
C毎週木曜日、午前10時～正午　
D中央公民館　E月額2500円（別
途教材費実費）　FG池本さん〔☎
(24)2177〕
詩吟同好会
A市内在住の60歳以上の人　B若
干名　C第１・２金曜日、午前10
時～正午　D総合福祉会館　E月額
2000円　FG岡野　圭一さん〔☎
080(8309)2393〕

※イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。

新刊案内
天下を買った女　　　　　伊東　潤
炊飯器でラクチンレシピ　
　　　　　　　　　　　阪下　千恵

おはなし会
中央図書館　７月10日㈰、24日㈰、
31日㈰、午前10時30分～ 11時
金剛図書館　７月２日㈯、午後２時
～２時30分、７月16日㈯、23日㈯、
30日㈯、午前10時30分～ 11時

じゅうたんコーナーでの 
よみきかせ
中央図書館　７月３日㈰、17日㈰、
午前10時30分～ 11時
金剛図書館　７月9日㈯、午後２時
～２時30分

あかちゃんのおはなし会
●ひよこ組=６カ月～１歳未満の赤
ちゃんと保護者
中央図書館　７月15日㈮、午前10
時10分～ 10時40分
金剛図書館　７月14日㈭、午前10
時10分～ 10時40分、午前11時10
分～ 11時40分
●うさぎ組＝１歳児と保護者
中央図書館　７月15日㈮、午前11
時10分～ 11時40分
金剛図書館　７月21日㈭、午前10
時10分～ 10時40分
●くま組＝２歳児と保護者
金剛図書館　７月21日㈭、午前11
時10分～ 11時40分
※いずれも当日、直接会場へ。
※先着各７組、ハンカチ持参。

７・８月のレインボーホール（市民会館）講座
講座名 とき 定員 参加費

①リボンレイ教室
～ハワイの手作り雑貨作り～

７月23日㈯、８月27日㈯、
午前10時～正午（最少催
行人数４人）

各15人 各800円
（材料費別）

②能楽・謡曲講座
「謡」「仕舞」編

７月12日㈫、26日㈫、８
月９日㈫、23日㈫、午前
11時～午後４時30分の間
で、１人各30分（月２回）

各10人

月額3000円
（初回無料）
※両方受講の
場合は、月額
5000円。

③～健康・美容・気持ちのリ
ラックスのために～
ゆる体操初級講座

７月12日㈫、午後２時～
３時 20人 600円

申し込み　７月７日㈭、午前10時～（③は実施日前日までに）、レインボーホー
ルへ（申し込み先着順、電話申し込み可）

富田林すばる支部（スポーツ吹き矢）
A市内在住・在勤の人　B多数　C
日曜日、午前９時～正午（月２～４
回）　Dレインボーホール（市民会
館）　E１回500円　FG瓦

かわら

谷
たに

さん
〔☎090(9255)9044〕（午後6時～
８時）
※体験随時受け付け。

市民総合体育館照明設備
改修工事に伴う利用制限
　市民総合体育館主競技場の照
明設備改修工事の実施に伴い、
12月以降の主競技場の抽選・
予約申し込みはできません。
工事期間　12月１日㈭～令和
５年３月31日㈮
市民総合体育館〔☎(24)2265〕、 

生涯学習課〔☎(26)8062〕

各施設の電話番号は35ページをご覧ください
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※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。

＝とき、 ＝ところ、 ＝内容、 ＝対象
者、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、 ＝
申し込み、 ＝問い合わせ

＝とき、 ＝ところ、 ＝内容、 ＝対象
者、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、 ＝
申し込み、 ＝問い合わせ

公民館講座・教室

中央公民館
講座名 とき 内容 対象者 定員 費用 持ち物

① ソルトペインティング
で時計をつくろう！

８月４日㈭、午後１
時30分～２時30分

ボンドと塩を用いた手法で絵を
描き、時計に仕上げます。

５歳以上
※小学３年生以下
は保護者同伴。

12人 500円
汚れてもよ
い服装

② 手で生み出す絵画の世
界

８月13日㈯、午後
１時30分～４時

手を使って絵の具の感触を楽しみ
ながら直感的に絵を描きます。 12人 800円

③ 犬を飼う時の心構えと
お世話の仕方

８月６日㈯、午後２
時～４時

責任を持って最期まで飼うため
の心構えや保護活動を通じて見
えた命の大切さを学びます。

30人 無料 筆記用具

①は７月26日㈫、②は８月３日㈬、③は７月27日㈬（いずれも必着）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）、電話番号、年齢を記入し、〒584-0093本町16の28　中央公民館へ（申し込み多数の場合抽選）

東公民館
講座名 とき 内容 対象者 定員 費用 持ち物

① 木のぬくもりを感じま
しょう

７月24日㈰、午前９
時30分 ～ 11時30
分

木彫りクラブによる銘々皿、鍋
敷きの作成 市内在住・在勤の

人

５人 500円 彫刻刀

② オリジナルアクセサリー
を作ってみませんか

７月26日㈫、午後
１時～４時

とんぼ玉クラブによるとんぼ玉
作りの体験 ５人 500円 エプロン

③ 東公民館納涼の夕べ ７月23日㈯、午後
４時～７時

夜店、マジックバルーン実演、超
新星スバルファイブショーなど － － － －

④
～平和への祈りをこめ
て～世界一の口笛コン
サート

７月30日㈯、午前
10時30分～正午

儀
ぎ ま

間　太
た く み

久実さん（口笛奏者）
の口笛コンサートと、沖縄の絵
本の読み聞かせ

－ 25人 無料 －

⑤
夏休みこども教室「ス
ポーツチャンバラを体
験しよう！」

７月30日㈯、午後
１時30分～３時 －

平成28年４月２日
生まれ～小学生
※小学３年生以下
は保護者同伴。

20人 無料
動きやすい
服装、タオ
ル、飲み物

①は７月６日㈬～、大松　敏治さん〔☎090(9110)6097〕へ、②は６日㈬～、江川　栄子さん〔☎(25)3319〕（午前中）へ、③は当
日直接会場へ、④⑤は20日㈬（いずれも必着）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）、電話番号、年齢
を記入し、〒584-0045山中田町一丁目５の50　東公民館へ（①②は申し込み先着順、④⑤は申し込み多数の場合抽選）

金剛公民館

金剛公民館クラブこども体験教室

講座名 とき 対象者など 定員 費用 持ち物

① おにやんまのブローチ
作り

７月28日㈭、①午前９時30分～正午、②
午後１時30分～４時 ①市内在住の小学生、②市内在

住・在勤で小学生以上の人
※小学３年生以下は保護者同伴。

各16人 300円 －

② 心に灯そう・竹灯 ８月20日㈯、①午前10時～正午、②午後
１時30分～３時30分 各20人 300円 －

③ 高齢期を輝かせる生涯
学習活用術（講演会） ８月25日㈭、午後２時～３時30分 ※講師：中道　厚子さん（大阪

大谷大学教授）。 50人 無料 －

①は７月20日㈬、②③は８月３日㈬（いずれも必着）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）、電話番号、
年齢を記入し、〒584-0072高辺台二丁目１の２　金剛公民館へ（申し込み多数の場合抽選）

テーマ（定員） とき テーマ（定員） とき

①合唱体験(15人) ７月24日㈰、午前10時30分～ 11
時30分 ⑥簡単な手話体験(10人) ８月５日㈮、午前10時30分～ 11

時45分

②太極拳を学ぶ(10人) ７月26日㈫、午後１時30分～２時
30分

⑦クラフトバンドでポシェット
作り(10人) ８月９日㈫、午前10時～正午

③手話歌体験(10人) ８月３日㈬、午前10時30分～正午 ⑧絵画教室(15人) ８月21日㈰、午後１時30分～３時
④親子でダンス(10人) ８月３日㈬、午後３時～４時 ⑨粘土でスイーツ作り(10人) ８月26日㈮、午前10時～正午
⑤ウクレレ体験(10人) ８月５日㈮、午前10時～正午
①④幼児～中学生（保護者の参加も可）、②③⑤⑥⑧小学１年生～中学生（保護者の参加も可）、⑦⑨小学１～６年生　 無料
７月６日㈬～、金剛公民館へ（申し込み先着順、電話申し込み可）

◆夏休みに自習室を開設（７月20日㈬～８月28日㈰（休館日は除く）、午前９時～午後６時（日曜日は午後５時まで））

※いずれも開催場所は各公民館。

役所　☎ (25)1000・℻  (25)9037
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演劇を通して交流を深めよう
　若者会議より提案された演劇講座
を開催します。12月25日㈰の公演を
めざして多世代で交流しましょう。
10月２日～ 12月25日の毎週日
曜日と12月24日㈯の午前中２時間
程度（全14回）
※詳しくは、お問い合わせください。
T
ト ピ ッ ク

opic（きらめき創造館）
小学４年生以上の人（未経験者可）
出演者15人、スタッフ５人
無料
８月10日㈬までに、市ウェブサ

イト（生涯学習課のページ）のエン
トリーフォームまたはTopicに備え
付けの応募用紙に必要事項を記入
し、Topic １階生涯学習
課へ（申し込み多数の場
合抽選）

子ども読書活動推進講演会
７月30日㈯、午前10時～11時30分
金剛公民館
障がい児理解のための基礎講座
無料　 30人
７月６日㈬～、金剛図書館へ（申
し込み先着順、電話申し込み可）
※就学前の子どもの託児を希望する
人は、お問い合わせください。

富田林きらめき大学 
「ラジオ体操で知る身体の秘密」
７月23日㈯、午前10時～正午
T
ト ピ ッ ク

opic（きらめき創造館）
小学生以上の人（小学生は保護者
同伴）　 20人　 無料
上靴、飲み物、タオル、筆記用具

講師　金原　美穂さん（全国ラジオ
体操連盟公認１級指導士）
７月10日㈰までに、Eメールに講

座名、住所、氏名、年齢、電話番号
を明記し、株式会社リリク〔Eメー
ルchinami@ririku.jp〕へ（申し込
み多数の場合は抽選）
※富田林きらめき大学の
公式LINEからも申し込
みできます。

夏休み親子で  
指編みポシェット教室
８月20日㈯、27日㈯、午後１時～

３時（全２回）　 人権文化センター
市内在住・在学・在勤の小学３年
生以上の親と子ども
５組10人程度（最少催行人数２

組４人）　 500円
７月１日㈮～ 13日㈬、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）

海外につながりのある子ど
もたちのサマースクール
　一緒に勉強して遊びましょう。
７月21日㈭、22日㈮、25日㈪、26日

㈫、午前10時～午後２時20分（全４回）
（特活）とんだばやし国際交流協
会、T

ト ピ ッ ク

opic（きらめき創造館）他
市内・近隣市町村在住の海外につ
ながりのある小・中学生
30人　 無料
夏休みの宿題、勉強したい問題集、
筆記用具、飲み物、上靴
７月６日㈬～15日㈮、電話で、（特
活）とんだばやし国際交流協会〔☎
(24)2622〕へ（申し込み先着順）

親と子のふれあい自然学習会
８月３日㈬、午前10時～正午
※小雨決行（ただし、雨天または河
川増水のときは中止になることがあ
ります）。
河内長野市滝畑（石川）出合橋付
近（バス到着地より徒歩15分）
※河内長野駅前から送迎バスを運行
します。行きは午前８時45分～ 55
分の間に３便、帰りは午後２時発で
す。現地に駐車場はありません。
水生生物の観察　 20人　 無料
筆記用具、弁当、着替え、観察用具など
７月５日㈫～ 19日㈫、電話で、

環境衛生課（内線139､ 171）へ（申
し込み先着順）

夏休みこども教室「かわい
い動物キャンドルを作ろう!」
８月21日㈰、午後１時30分～２

時30分　 総合福祉会館
市内在住のひとり親家庭の親と子
ども　 10人　 無料
７月７日㈭、午前10時～、電話で、
総合福祉会館へ（申し込み先着順）

もしものために役立つお墓の
話とエンディングノート講座
８月８日㈪、午後１時30分～３

時30分　 総合福祉会館
市内在住の60歳以上の人、ひと

り親家庭の人または障がい者手帳を
有する人　 20人　 無料
７月７日㈭、午前10時～、電話で、
総合福祉会館へ（申し込み先着順）
※参加者にはエンディングノートを
お渡しします。

※イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。

スマートフォン・パソコン教室
講座名 とき ところ 内容 対象者 定員 費用 持ち物 申し込み

すばる
パソコン教室

毎週火・水・金曜日、①午前９時30分～ 10時
45分、②午前11時～午後０時15分、③午後６
時30分～７時45分、④午後７時45分～９時
※①②＝火曜日、②＝水曜日、①～④＝金曜日。
※希望曜日・時間を予約できます。詳しくは、
お問い合わせください。

すばる
ホール

「パソコン入門」
「ワード」「エク
セル」「ホーム
ページ作成」な
どの各コースか
ら選択

－ 各７人

４回券5200円、
６回券7300円、
８回券9400円
※別途テキスト
代実費。

筆記用具

す ば る
ホールで
随時受け
付け

各施設の電話番号は35ページをご覧ください
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＝とき、 ＝ところ、 ＝内容、 ＝対象
者、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、 ＝
申し込み、 ＝問い合わせ



イベント
子ども宿泊キャンプ
　市野外活動協会では、今年も子ど
も宿泊キャンプを開催します。
９月24日㈯、午後２時集合～ 25
日㈰、午後３時解散予定
※雨天決行。
大阪市立信太山青少年野外活動セ
ンター青少年の家（和泉市伯太町三
丁目12の86）
野外料理、キャンプファイヤー他
市内在住の小学３年生～中学生
※高校生、大学生、社会人のボラン
ティアスタッフも募集しています。
30人
6500円
７月24日㈰、午前10時に、参加

費を添えて市民総合体育館２階大会
議室へ（申し込み多数の場合抽選、
電話申し込み不可）
※説明会を開催しますので、必ず保
護者がお越しください。
※24日㈰に定員に満たなかった場
合は、25日㈪からＥメールで申し
込みを受け付けますので、保護者氏
名、参加者氏名、学年・年齢、性別、
電話番号、アレルギーの有無を明
記し、西野さん〔Ｅメールkouwa.
nishino-y@nifty.com〕へ。
生涯学習課〔☎(26)8062〕

夏休みの自由研究に！  
遺跡発掘体験
７月27日㈬、午前10時～ 10時

50分、午前11時～ 11時50分
※中止の場合は、当日午前９時に市
ウェブサイト（文化財課のページ）
でお知らせします。
畑
はた

ケ
け

田
だ

遺跡発掘現場（若松町一丁
目６）　 発掘調査の体験
小学４～６年生　 各10人
無料（当日直接会場へ）
飲み物、タオル、帽子、軍手
文化財課（内線432）

カルチャー
移動児童館「A・SO・BO」
７月30日㈯、午後１時30分～３

時30分　 けあぱる
紙粘土を用いたフラペチーノ型の
メモスタンド作り
小・中学生（１人のみ保護者の参
加も可。）※いずれかが市内在住・
在学・在勤の人に限ります。
10人　 150円
７月１日㈮～ 14日㈭、電話ま

たはEメールに、イベント名、住
所、子どもの氏名・年齢、電話番
号、保護者の参加有無を明記し、児
童館〔Eメールjidoukan@city.ton
dabayashi.lg.jp〕へ（申し込み多
数の場合抽選）

土曜日児童館クラブ 
～児童館ブックサークル～
　本が好き、本に興味のある中学生
が集まり、のんびり活動します。
８月６日～、毎月第１・３土曜日

（予定）、午後４時～６時
児童館、市内図書館他
市内在住・在学の中学生
20人程度　 無料
７月６日㈬～、電話またはEメー

ルに、イベント名、住所、子ども
の氏名・年齢、保護者の氏名、電
話番号を明記し、児童館〔Eメール
jidoukan@city.tondabayashi.
lg.jp〕へ（申し込み先着順）

けあぱる園芸講座
７月29日㈮、午後１時30分～３

時30分　 けあぱる
ペン立て作り　 小学生
18人（最少催行人数５人）
500円
色マジック、汚れてもいい服、持
ち帰り用の袋
７月13日㈬、午前９時～、電話で、
けあぱるへ（定員３人、申し込み先
着順）
※７月６日㈬、午前７時～、けあぱ
るホームページ〔https://carepal.
or.jp〕からも申し込みできます（定
員15人、申し込み先着順）。
※同講座は（一財）富田林市公園緑　
化協会との共催で開催します。

※広告の問い合わせは、株式会社ジチタイアド〔☎ 092(716)1401・℻  092(716)1467〕へ

※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。

役所　☎ (25)1000・℻  (25)9037
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夏休み短期体操教室（３日間）
鉄棒・マットチャレンジコース
①7月26日㈫～ 28日㈭、午前９

時30分～ 10時20分
逆上がりチャレンジコース
②7月26日㈫～ 28日㈭、午前10

時30分～ 11時20分
跳び箱・マットチャレンジコース
③８月23日㈫～ 25日㈭、午前９
時30分～ 10時20分
跳び箱チャレンジコース
④８月23日㈫～ 25日㈭、午前

10時30分～ 11時20分
市民総合体育館
①③５歳～小学２年生、②④小学生
各12人　 4500円
動きやすい服装、上靴
いずれも７月７日㈭、正午～、市
民総合体育館ホームページ〔https:/
/shisetsu.mizuno.jp/m-7129〕へ
（申し込み先着順、電話申し込み不可）

イベント
サバーファームだより
①キャベツ植え付け体験
７月17日㈰、午前10時30分～正午
30人　 無料
②クラフト教室
７月17日㈰、31日㈰、午前10時
30分～正午、午後０時45分～２時
各20人　 500円

③ミニサバーフェスタ
７月24日㈰、午前９時30分～午

後３時
さまざまな露店販売を実施
※①②は当日午前９時30分～受け
付け（申し込み先着順）、③は当日
直接会場へ。
サバーファーム

レインボーホール  
こども工作教室
①かわいい夏色ハーバリウム
７月30日㈯、午後１時30分～２時
爽やかな夏をイメージしたハーバ
リウム作り
８人　 800円
はさみ、タオル、大人用の箸、持
ち帰り用の袋
②カンタン！かわいいカラフルネッ
クレス
７月30日㈯、午後３時～４時
パールやビーズを使用したカラフ
ルなネックレス作り
５人　 800円
筆記用具、持ち帰り用の袋
レインボーホール（市民会館）
小学生（①②小学１、２年生は保
護者同伴、小学生未満の子どもの同
伴不可、②金属アレルギーの人はご
遠慮ください）
いずれも７月７日㈭、午前10時

～、レインボーホールへ（申し込み
先着順、電話申し込み可）

じないまち縁結びパーティー
　１対１でプロフィールなどを話
し、富田林寺内町の散策などを楽し
んだ後にマッチングを行います。
７月30日㈯、10月29日㈯、午後
１時30分～３時30分
じないまち交流館
25歳～ 38歳くらいの独身の男女
いずれも男性８人、女性８人
男性3500円、女性3000円（市

内在住・在勤の人は500円割引）
７月６日㈬、午前10時～、じな

いまち交流館へ（申し込み先着順、
電話申し込み可）
※事前申込制で、目元メイクなどの
メイクアドバイスを行います。

ガラス風鈴をつくってみよう‼ 
　デコパージュしたガラスと富田林
寺内町のイラストをスクラッチした
短冊で風鈴を作りましょう。
７月18日㈷、23日㈯、24日㈰、

30日㈯、31日㈰、午前10時～11時、
午後１時30分～２時30分
じないまち交流館
各20人
※小学生未満は保護者同伴。
700円
持ち帰り用の袋
７月６日㈬、午前10時～、じな

いまち交流館へ（申し込み先着順、
電話申し込み可）

※広告の問い合わせは、株式会社ジチタイアド〔☎ 092(716)1401・℻  092(716)1467〕へ

※イベントなどに参加される際は、感染防止のため、マスクの着用など主催者の指示に従ってください。

各施設の電話番号は35ページをご覧ください
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＝とき、 ＝ところ、 ＝内容、 ＝対象
者、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、 ＝
申し込み、 ＝問い合わせ



地域ファミリーレクリエーション事業“いつでも、どこでも、だれでも”参加者募集
市スポーツ推進委員協議会では、毎月以下のイベントを実施していますので、ぜひご参加ください。

イベント名 ところ とき 内容
①身障者スポーツフィットネス

富田林小学校 17日㈰ 午前10時～ グラウンドゴルフ

②ファミリーレクリエー
ション 大伴小学校 17日㈰ 午前９時～ グラウンドゴルフ

寺池台小学校
10日㈰ 午前10時～ グラウンドゴルフ

③健康ウォーキング 24日㈰ 午前８時～ 大阪狭山市大野方面
※いずれも当日直接会場へ、参加費無料（ただし③は交通費、拝観料など実費が必要な場
合があります）。
問生涯学習課〔☎(26)8062〕　※当日は〔☎080(4422)6663〕（生涯学習課直通）へ。

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
なし
●青少年スポーツホール☎(29)3778
なし
●総合スポーツ公園　☎(35)2121
なし
●図書館　
中央☎(25)4921・金剛☎(28)1171
７/４、11、19、25、８/１
●公民館　
中央☎(24)3333・金剛 ☎(28)1121
東☎(25)1772・喜志分館☎(25)1117
７/４、11、18、19、25、８/１
●人権文化センター   ☎(24)0583
７/３、10、17、18、24、31
●児童館  　　　　　 ☎(25)0666
７/３、10、17、18、24、31
●T

トピック
opic(きらめき創造館)☎(26)8056

７/18
●すばるホール  　　 ☎(25)0222
７/４、11、25、８/１
●レインボーホール(市民会館) ☎(25)1117
７/６、13、20、27、８/３
●市民公益活動支援センター ☎(26)7887
７/ ２、３、９、10、16、17、18、
23、24、30、31
●総合福祉会館　　　 ☎(25)8261
７/18　※毎週木曜日は浴場の利用
はできません。
●かがりの郷　　　 　☎(20)6070
７/18　※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
７/４、11、18、25
●農業公園サバーファーム  ☎(35)3500
７/４、11、19、25
●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

７/４、11、19、25、８/１
●きらめきファクトリー ☎(24)5500
なし
●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

スポーツ
夏季限定多目的ホール割引
「冷房の中でスポーツしよう」
　レインボーホール（市民会館）で
は、冷房の効いた広い空間で十分に
間隔をとり、割り勘にすることで安
く利用できるプランを用意しまし
た。涼しい室内でスポーツを楽しみ
ませんか。
７月19日㈫～９月30日㈮
レインボーホール多目的ホール
50人
７月７日㈭、午前10時～、レイ

ンボーホールへ（申し込み先着順）
※使用料・利用条件など詳しくは、
お問い合わせください。

テニスジュニアサマーレッスン
　夏休みの集中レッスンで楽しくレ
ベルアップしよう。
７月23日㈯、24日㈰、８月６日

㈯、７日㈰、午後５時30分～６時
30分、午後６時45分～７時45分
総合スポーツ公園
小学１～３年生＝各10人、小

学４～６年生＝各10人
１回1000円
※３回以上受講する人は、３回目か
ら１回500円。
動きやすい服装、飲み物、タオル
７月６日㈬、午前10時～、総合

スポーツ公園へ（申し込み先着順、
電話申し込み可）

富田林ベースボールクリ
ニック（ティーボール教室）
　野球の基本（打つ・走る・投げる）
を楽しく学びます。
８月18日㈭、午前10時～午後１

時　※雨天時は19日㈮に延期。
総合スポーツ公園
小学１～３年生
30人
1000円
動きやすい服装、飲み物、タオル
７月11日㈪、午前10時～、総合

スポーツ公園へ（申し込み先着順、
電話申し込み可）

７月・８月の
東公民館ホール一般開放
7月3日～ 8月28日の毎週日曜日（7

月31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、インディアカなど
無料　 上靴　 東公民館

※掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または延期する場合があります。

35

総合スポーツ公園テニススクール生募集
とき　月～土曜日（月４回）
ところ　総合スポーツ公園
月・火・水・木・金曜日 土曜日
①9:30～11:00

一般

⑧9:30～11:00
一般

②11:00～12:30 ⑨11:00～12:30
③13:00～14:30 ⑩13:00～14:00 ジュニアA(初級)
④15:30～17:00 ⑪14:00～15:00 ジュニアB(中級)
⑤17:00～18:00 ジュニアA(初級)
⑥18:00～19:00 ジュニアB(中級)
⑦19:00～20:30 一般/ナイター
対象者　一般＝初・中・上級、ナイター、ジュニア＝A初級、B中級
受講料　①～④6600円、⑤⑩4400円、⑥⑪
5500円、⑦～⑨7700円
申し込み　総合スポーツ公園で随時受け付け
※家族割引もありますので、詳しくは、お問い
合わせください。
※体験レッスンを随時受け付け（１人550円で
１回のみ受講可、ジュニアは無料）

役所　☎ (25)1000・℻  (25)9037
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〔金剛連絡所　☎ (29)1401〕


