
※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。

移動児童館「A・SO・BO」
８月27日㈯、午後１時30分～３時
金剛連絡所
スケルトンリーフ（葉脈標本）を
作成し、キーホルダーやしおりに仕
上げます
小・中学生（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。
12人　 無料
８月１日㈪～ 13日㈯、電話また
はEメールに、イベント名、参加者
の住所、氏名、子どもの年齢、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.
tondabayashi.lg.jp〕へ（申し込
み多数の場合抽選）

切り絵ライトスタンドを作ろう
８月27日㈯、午後１時～２時、

午後３時～４時
きらめきファクトリー
10歳以上の人（小学生は保護者
同伴）
各６人
600円（材料費含む）
講師　亀井　美知代さん（切り絵作
家、今昔の玉手箱）
８月６日㈯～ 26日㈮、電話で、

きらめきファクトリーへ（申し込み
先着順）

音声訳ボランティア養成講習会
　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ボラン
ティアを養成します。
９月６日㈫、10月18日㈫、11月
15日㈫、12月20日㈫、令和５年１
月17日㈫、２月21日㈫、午前10時
～正午（全６回）
金剛図書館
10人　 無料
８月９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）

※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。

おはなし会
中央図書館　８月７日㈰、14日㈰、
21日㈰、28日㈰、午前10時30分
～ 11時
金剛図書館　８月６日㈯、13日㈯、
20日㈯、27日㈯、午前10時30分
～ 11時、９月３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４日㈰、午前10時
30分～ 11時

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　８月19日㈮、午前10
時10分～ 10時40分
金剛図書館　８月４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　８月19日㈮、午前11
時10分～ 11時40分
金剛図書館　８月18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　８月18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。

なつやすみ！  
としょかんおたのしみ会
①８月24日㈬、②８月26日㈮、

いずれも午後２時～２時30分、午
後３時～３時30分
①中央図書館、②金剛図書館
大型絵本、紙芝居、お話など
２歳以上の人（保護者の同伴可）
各15人　 無料
８月６日㈯～、①は中央図書館、

②は金剛図書館へ（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70回市民体育大会
◇卓球競技の部
《男子シングルス》
優勝　小西　友治／準優勝　吉川　
瑞季／第３位　上本　浩
《女子シングルス》
優勝　岡田　るり子／準優勝　野村　
彩月美／第３位　原田　弘子
《男子ダブルス》
優勝　亀田・梶田組／準優勝　坂本・
谷組／第３位　甲斐・尾崎組
《女子ダブルス》
優勝　野村・矢倉組／準優勝　岡田・
原田組／第３位　吉野・桝中組

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　

若返りダンスクラブ
A市内在住・在勤の55歳以上の人　
B若干名　C毎月第１・３水曜日、
午後３時～４時　D金剛公民館　E
月額1600円　FG佐藤　詔子さん
〔☎090（6673）2441〕
秀
しゅう

美
び

会
かい

（日本舞踊）
A市内在住・在勤の人　B３人　C
第１～３水曜日、午前９時～正午　
D中央公民館　E月額2000円　F
藤田さん〔☎080（6150）8485〕
くすのき塾川柳講座
A市内在住の60歳以上の人　B若
干名　C第２・４火曜日、午後１時
～３時　D総合福祉会館　E月額
1000円　FG山野　寿之さん〔☎
090（4308）8339〕
※体験随時受け付け。
ゆうゆう太極拳
A市内在住の60歳以上の人　B若
干名　C毎週水曜日、午前10時
～正午　D総合福祉会館　E月額
1000円　FG松本　京子さん〔☎
（35）4481〕

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

カルチャー
～とっぴーと読もう！～ 
市読書感想文コンクール
課題図書　学校図書室や中央・金剛
図書館、家庭などにある図書　
※特にテーマは設けません。
募集感想文　400字詰め原稿用紙３
枚以内
※感想文には、題名、学校名、学年、
氏名、図書名、著者を記入してくだ
さい。
対象者　市内在住の小・中学生（小
学１～３年生の部、小学４～６年生
の部、中学生の部の３部門）
表彰　令和５年１月下旬～２月上旬
に表彰式を開催予定（受賞者のみ連
絡。部門ごとに市長賞、教育長賞、
とっぴー賞などを選定）
応募方法　中央・金剛図書館に備え
付けの応募票を同封し、９月１日㈭
～９日㈮（消印有効）に、〒584-
8511常盤町１の１　市役所教育指
導室へ郵送、または中央・金剛図書
館へ持参
※ただし市立小・中学校に在学する
児童・生徒は、各学校に提出してく
ださい。
※応募は１人１作品とし、未発表（自
作）のものに限ります。また、他のコ
ンクールに重複して応募できません。
教育指導室（内線356）

第９回認知症の本を読もう！ 
ＭＥＥＴ★富田林コンクール
　認知症に関係のある本を読んで、
感じたことを作文や絵にしてみま
しょう。
募集内容　①感想文の部＝400字詰
め原稿用紙２枚以内、②絵の部＝四
つ切画用紙１枚（画材自由）
市内在住の小・中学生（①小学１
～３年生の部、小学４～６年生の部、
中学生の部の３部門、②区分なし）

表彰　①選考により各部門から賞を
決定、②ウェブサイト上に無記名で
掲載し、閲覧者の投票により賞を決
定
※11月頃に表彰式を開催予定（入
賞者には後日詳細を案内します）。
応募方法　９月30日㈮（必着）ま
でに、住所、氏名、電話番号、学校
名、学年、本の題名を記入した応募
票を同封し、〒584-8511常盤町１
の１　市役所高齢介護課へ郵送、ま
たは持参
※応募は１人１作品とし、未発表（自
作）のものに限ります。また、他のコ
ンクールに重複して応募できません。
高齢介護課（内線189）

子ども朗読劇  
～富田林市の民話を読もう～
　朗読を行うことで、表現力豊かに
自信をもって話せるようになりま
しょう。
８月20日㈯、27日㈯、午前10時
～正午（全２回）　 中央公民館
小学生（小学３年生以下は保護者
同伴）
15人　 無料　 筆記用具
８月10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）、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）

心の輪を広げる体験作文・障
がい者週間のポスターの募集
　障がいのある人とない人との心の
ふれあいの体験をつづった作文や、
障がい者への理解を促進するポス
ターを募集します。入賞者には、賞
状などを贈呈します。
募集作文　400字詰め原稿用紙（縦
書き）で、小・中学生は２～４枚、
高校生、一般は４～６枚
※点字またはＥメールでの応募も可。
募集ポスター　Ｂ３の画用紙または

四つ切りサイズの画用紙（縦長のみ）
で、小・中学生のみ
応募方法　９月２日㈮(必着)まで
に、〒540-8570府障がい福祉企画
課権利擁護グループ（住所記載不要）
〔☎06（6941）0351〕へ郵送また
は持参（土・日曜日、祝日は除く）
※詳しくは、府ホームページ〔https://
www.pref.osaka.lg.jp/keikaku
suishin/syougai-info/r4sakubun
posuta.html〕をご覧ください。

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。
９月中旬～令和５年３月31日㈮まで
おしょうさんとこぼうず、かっぱ
ときゅうり
交通費程度
出演　人形劇団「Ｚ

ズ ー

ｏｏっと」（中
央公民館クラブ）
８月31日㈬までに、ファクスま
たはEメールに、団体名、連絡先、
公演希望日時（第２希望まで）を記
入し、辻さん〔℻  (26)2237・Eメー
ルtuji_kumiko@yahoo.co.jp〕 へ
（申し込み先着順）

へんな楽器K
カ ズ ー

azooをつくろう！
　激団モンゴイカ（関西発のパー
ティジャグバンド）と一緒にアフリ
カ生まれの笛のような楽器Kazoo
を作り、演奏しましょう。
８月27日㈯、午後１時30分～３
時30分　 中央公民館
５歳以上の人（小学３年生以下は
保護者同伴）
15人　 300円
はさみ、カッター、持っている人は
ホースやラップの芯など筒状のもの
８月17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）、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）

役所　☎ (25)1000・℻  (25)9037
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自然環境保全・自然に親し
む催し（植物観察会）
８月13日㈯、９月19日㈷、午前

９時～午後１時
午前９時に瀧谷不動尊駐車場集合
各20人
300円（小学生以下無料、ただし
保護者同伴）
飲み物、弁当、長袖、長ズボン、
帽子、安全な靴
※当日、午前７時の天気予報で降水
確率が50％を超えた場合は中止と
します。
８月６日㈯～、電話またはEメー
ルに、イベント名、住所、氏名、年
齢、電話番号を明記し、田淵　武夫
さん（富田林の自然を守る市民運動
協議会会長）〔☎090（8888）3912・
Eメールtabuchi@hb.tp1.jp〕へ（申
し込み先着順）

木の三味線にふれてみよう
８月26日㈮、午前10時～正午
東公民館
「幸せなら手をたたこう」を弾い
てみよう
市内在住・在勤の人
５人
無料
８月８日㈪～、浦本　康子さん〔☎

（26）0191〕へ（申し込み先着順）

第72回市民文化祭 
●「市民美術工芸展」作品募集
　10月７日㈮～ 10日㈷に、すばる
ホールで開催する同展への出展作品
を募集します。
募集作品　日本画（水墨画を含む）、
洋画（水彩画を含む）、彫刻、工芸
彫刻、版画、書、写真、切り絵、陶芸、
七宝焼、籐工芸、編み物、パッチワー
ク、押し花、ちぎり絵、木彫、ガラ
ス工芸、革工芸、ステンドグラス、
木工芸、その他一般工芸などの作品
市内在住・在勤の人、市内在学で
高校生以上の人、市内で活動する団
体（教室）に参加している人
無料
８月13日㈯～ 28日㈰（休館日を
除く午前10時～午後５時）に、す
ばるホールへ
※１部門１人１点で、創作作品を出
品してください。詳しくは、すばる
ホールに備え付けの募集要項と出展
申込書をご覧ください。
●「川柳大会」
９月24日㈯、正午開場
すばるホール２階小ホール
宿題　「乱」「ずぼら」「擦

こす

る」「指導」
「凭

もた

れる」「余裕」
※席題はありません。正午～午後１
時までに各題２句ずつ出句してくだ
さい。

市内在住・在勤・在学の人（初心
者や見学者の参加歓迎）
無料（当日直接会場へ）
筆記用具
山野さん（川柳協会）〔☎090

（4308）8339〕

カルチャー
音と映像で巡る、富田林の
観光地展
　プロジェクションマッピングの上
映と写真パネルの展示を行います。
８月27日㈯～９月４日㈰、午前
10時～午後８時　※最終日は午後
６時まで。
上映時間　午前10時～午後１時、
午後２時～５時、午後６時～８時
きらめきファクトリー
無料（当日直接会場へ）
きらめきファクトリー

今すぐ取り組む身近な家庭
の防災対策
９月27日㈫、午後２時～３時
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、障がい者手帳を有する人
20人　 無料
８月９日㈫、午前10時～、電話で、
総合福祉会館へ（申し込み先着順）

※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

やってみよ
う！スマホ
の基本操作
講座

９月10日㈯、17日
㈯、午前の部＝午
前10時～正午、午
後の部＝午後１時
～３時（全２回）

人権文化
センター

LINEを中心と
した基本操作

市内在住・在勤・
在学の人 各８人 無料

Android
スマート
フォン

８月１日㈪～ 15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）

電源の入れ方
から始めるス
マートフォン
体験教室

９月８日㈭、午後
１時30分～４時

総合福祉
会館

スマートフォ
ン未経験者の
ための教室

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

８人 無料

※スマー
トフォン
は無料で
貸し出し
ます。

８月９日㈫、午前
10時～、電話で、
総合福祉会館へ（申
し込み先着順）

ICTツールに
触れてみませ
んか

利用日を含めて最
大７日間貸し出し
可能

総合福祉
会館

PCや モ バ イ
ルルーターの
貸し出し

市内の地域活動
を行う団体で、
地域活動の一環
として使用する
団体

PC＝ 最 大30
台、モバイル
ルーター＝最
大２台

PC＝ 無 料、
モ バ イ ル
ルーター＝
１台1000円

ー 総合福祉会館へ（電
話申し込み不可）

各施設の電話番号は35ページをご覧ください
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イベント
富田林きらめき大学 
サイエンス教室Kｉｄｓ塾
　「プラナリア」の再生実験を通じて、
生命のふしぎについて学びましょう。
８月21日㈰、午前10時～正午、

午後２時～４時
富田林中学校・高等学校
※開始30分前に、T

ト ピ ッ ク

opic（きらめ
き創造館）へ集合
小学４～６年生（保護者はTopic
でオンライン視聴可）
各25人　 無料
飲み物、タオル、帽子、筆記用具
講師　小川　力也さん（科学教室「力
塾」塾長）
８月10日㈬までに、Eメールに講
座名、住所、氏名、電話番号、希
望時間を明記し、株式会社リリク
〔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。

クイズ！旧杉山家住宅のツボ
　旧杉山家住宅を探検しながらクイ
ズにチャレンジしましょう。
８月31日㈬まで（休館日を除く
午前10時～午後５時）
旧杉山家住宅
無料（入館料が必要）
旧杉山家住宅

歌声広場 in じないまち交流館
９月17日㈯、令和５年１月21日㈯、
３月18日㈯、午後２時～３時30分
じないまち交流館
アコーディオンの演奏にのせて季
節の歌や童謡、唱歌などを歌う
各30人　 １回1000円
８月６日㈯～、じないまち交流館
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。
①９月10日㈯、②12月10日㈯、

いずれも午後１時30分～３時30分
じないまち交流館
①38歳～ 45歳くらいの独身の男
女、②38歳～ 55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）
８月６日㈯～、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。

ミニ行
あん

灯
どん

を作ろう
８月６日㈯～ 26日㈮、午前10時
～午後３時（所要時間60分）
じないまち交流館
枠を組み立て、和紙や千代紙で飾
り付けたオリジナル行灯の作成
小学生以下は保護者同伴
30人
1000円
持ち帰り用の袋
８月６日㈯～、じないまち交流館
へ（申し込み先着順、電話申し込み可）

富田林まるごとバル！ 
2022（とんバル）参加店舗募集
　市内の店舗を巡って食べ歩きや買
い物を楽しむバルイベント「とんバ
ル」の開催を11月に予定していま
す。このたび、参加を希望するお店
を募集するとともに、事前説明会も
実施します。
市内に店舗がある飲食業、小売店、
サービス業など
※申し込み方法など詳しくは、ホー
ムページ〔https://tonbar.tonsh
ow.or.jp/〕をご覧ください。
きらめきファクトリー

とんだばやし子ども 
モザイクキャンプ2022
　外国文化の体験や川遊びなどを通
じて交流します。
８月20日㈯、午前９時15分～

21日㈰、午後０時30分
河内長野市立滝畑ふるさと文化財
の森センターなど（河内長野市滝畑
483の３）
南河内在住の在日外国人と日本人
の小・中学生とその保護者
30人　 １人3500円
８月６日㈯～、電話またはファク
スに、参加者の住所、氏名、年齢、
電話番号を明記し、ＮＰＯ法人とん
だばやし国際交流協会〔☎・℻  （24）
2622〕へ（申し込み先着順）

団体に緑化樹を差し上げます
　地域の緑化を進めるために、町会
（自治会）、ＰＴＡなどの団体に緑化
樹を無料で差し上げます。
配布時期　令和５年３月（予定）
緑化樹の種類
●高木（高さ約1.5ｍ）＝キンモク
セイ・ソメイヨシノ・ハナミズキな
ど12種類
●低木（高さ約0.5ｍ）＝サツキ・
ヒラドツツジ・アジサイなど９種類
●つる植物（高さ約0.3ｍ）＝キヅ
タ・テイカカズラ・モッコウバラな
ど５種類
８月８日㈪～ 26日㈮に、農とみ
どり推進課（内線424）へ
※個人での申し込みはできません。
※植樹および管理は各団体で実施し
てください。また、緑化樹の配達は
原則できません。
※１カ所当たり高木２本以上の申し
込みになります。
※低木・つる植物の配布は高木１本
あたり５本以内とし、低木・つる植
物だけでの配布はしません。
※詳しくは、市ウェブサイト（農とみ
どり推進課のページ）をご覧ください。

※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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インディアカのつどい
９月11日㈰、午前11時30分～午
後５時（午前11時～受け付け）
市民総合体育館
種目　初心者・シニア、女子、混合
の部
市内在住・在勤・在学で中学生以
上の団体
各20チーム
無料
８月８日㈪～ 16日㈫（土・日曜

日、祝日を除く午前９時～午後５
時30分）に、生涯学習課〔☎（26）
8062〕へ（申し込み先着順、電話申
し込み可）
椋
む く の

野　清美さん（市インディアカ
協会）〔☎（28）2353〕

カーリンコンのつどい
９月11日㈰、午後０時30分～５
時（正午～受け付け）
青少年スポーツホール
市内在住・在勤・在学の３人で構
成されたチーム
32チーム
無料
８月８日㈪～ 16日㈫（土・日曜

日、祝日を除く午前９時～午後５
時30分）に、生涯学習課〔☎（26）
8062〕へ（申し込み先着順、電話申
し込み可）
林　茂数さん（市カーリンコン協
会）〔☎090（4289）1327〕

スマートウォッチを活用した
かんたんスマート健康づくり
　スマートウォッチなどで活動量を
把握し、積極的に身体を動かす習慣を
身に付け、運動不足の解消につなが
る簡単なトレーニングを提案します。
個別に対応するため、詳しくはお
問い合わせください。
ウエルネスけあぱる
12人　 1500円
動きやすい服装、飲み物、タオル、
スマートウォッチやスマートフォン
８月７日㈰、午前11時～、電話で、

けあぱるへ（定員６人、申し込み先着順）
※８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６人、申し込み先着順）。

イベント
「昼は晴れ」演芸会
　大阪芸術大学落語研究寄席の会に
よる漫才・コント・落語の演芸会を
開催します。
９月10日㈯、午後２時～３時
レインボーホール（市民会館）
中学生以上の人
27人　 無料
８月６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）

サバーファームだより
①コスモス植え付け体験
８月７日㈰、午前10時30分～正午
30人　 無料
②ブロッコリー植え付け体験
９月４日㈰、午前10時30分～正午
30人　 無料
③ブドウ大福づくり
８月７日㈰、14日㈰、21日㈰、

28日㈰、９月４日㈰、午前10時30
分～正午、午後０時45分～２時、
午後２時20分～３時30分
各20人　 700円
④ミニサバーフェスタ
８月28日㈰、午前９時30分～午
後３時
さまざまな露店販売を実施
※①～③は当日午前９時30分～受
け付け（申し込み先着順）、④は当
日直接会場へ。
サバーファーム

総合福祉会館カラオケ大会 
出場者募集
９月19日㈷、午前10時～午後４時
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、障がい者手帳を有す
る人
50人　 無料
８月10日㈬～ 23日㈫に、総合福
祉会館へ（申し込み多数の場合抽選、
電話申し込み不可）

※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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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
８/１、８、15、22、29、９/５
●公民館　
中央☎(24)3333・金剛 ☎(28)1121
東☎(25)1772・喜志分館☎(25)1117
８/１、８、11、15、22、29、９/５
●人権文化センター   ☎(24)0583
８/７、11、14、21、28、９/４
●児童館  　　　　　 ☎(25)0666
８/７、11、14、21、28、９/４
●T

トピック
opic(きらめき創造館)☎(26)8056

８/11
●すばるホール  　　 ☎(25)0222
８/１、８、15、22、29、９/５
※８/ ７、８/11 ～ 14は午後５時
30分で閉館します。
●レインボーホール(市民会館) ☎(25)1117
８/３、10、17、24、31
●市民公益活動支援センター ☎(26)7887
８/６、７、11、13、14、20、21、
27、28、９/３、４
●総合福祉会館　　　 ☎(25)8261
８/11　※毎週木曜日は浴場の利用
はできません。
●かがりの郷　　　 　☎(20)6070
８/11　※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
８/１、８、15、22、29、９/５
●農業公園サバーファーム  ☎(35)3500
８/１、８、15、22、29、９/５
●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

８/１、８、15、22、29、９/５
●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
富スポグラウンドゴルフ大会
９月21日㈬、午前８時～午後１
時、正午～午後５時（雨天時は９月
28日㈬に延期）
総合スポーツ公園
24ホールストロークプレイ
各150人　 1000円（当日徴収）
８月17日㈬、午前10時～ 31日

㈬、総合スポーツ公園〔℻  （35）
2122〕へ（申し込み先着順、電話・
ファクス申し込み可）
※手話通訳が必要な場合は、申し込
み時にお伝えください。

居合道体験会
　古武道の一つである居合道を通じて
動と静の世界を体験してみませんか。
８月28日㈰、午後０時30分～２
時30分
市民総合体育館
居合演武の見学、居合道の体験
市内在住・在勤・在学の人
20人　 無料
動きやすい服装
８月８日㈪～、靏

つる

田
た

さん〔☎090
（5369）8574〕へ（申し込み先着順）

８月・９月の  
市民総合体育館の共用使用
①競技場（インディアカ・バドミン
トン）《共に１面》
８月17日㈬、９月21日㈬、正午
～午後３時
上靴、シャトル、ラケットなど
②剣道場
８月17日㈬、９月15日㈭、午後
６時～９時
③柔道場
８月21日㈰、９月18日㈰、午後
６時～９時
①140円（中学生以下60円）、②
③300円（中学生以下130円）
※当日直接会場へ
市民総合体育館

８月、９月陸上スクール
８月16日㈫、30日㈫、９月６日
㈫、20日㈫、①午後４時30分～５
時30分、②午後５時45分～６時45
分　※雨天中止
青少年スポーツホールグラウンド
短距離走を速く走るための練習
①小学１～３年生、②小学４～６
年生
各20人（当日直接会場へ）
１回1000円
動きやすい服装、飲み物、運動靴
市民総合体育館

はじめてのピラティス
８月18日㈭、９月８日㈭、15日
㈭、22日㈭、29日㈭、午前10時
45分～ 11時45分
市民総合体育館
呼吸法から無理なく全身の筋肉を
使います
16歳以上の人　 各15人
１回700円（当日徴収）
ヨガマット（持っている人のみ）
８月６日㈯、午前10時～、市民
総合体育館へ（申し込み先着順、電
話申し込み可）

※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

８月・９月の小学校校庭 
遊び場開放は中止します
　子どもの健全な育成を図るた
め、身近で安全な遊び場として
小学校の校庭を開放しています
が、熱中症を考慮し、中止します。
生涯学習課〔☎（26）8062〕

８月の地域ファミリーレクリ
エーション事業は中止します
　毎月楽しみにしていただいて
いる同事業ですが、熱中症を考
慮し、中止します。
生涯学習課〔☎（26）8062〕

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


