
※電話・ファクシミリのかけ間違
いにご注意ください
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市役所　————————	☎366－ 0011
上下水道部　——————	☎366－ 0011
ニュータウン連絡所　——	☎366－ 0011
市立コミュニティセンター	☎366－ 0077
ＳＡＹＡＫＡホール　——	☎365－ 8700
市立公民館　——————	☎366－ 0070
図書館　————————	☎366－ 0071
狭山池博物館・郷土資料館　——	☎367－ 8891
総合体育館　——————	☎365－ 5250
池尻体育館　——————	☎365－ 7303
ふれあいスポーツ広場　—	☎368－ 2081
社会教育センター　———	☎368－ 0121
市民ふれあいの里　———	☎366－ 1616
社会福祉協議会　————	☎367－ 1761
消防本部・消防署　———	☎366－ 0055
消防署ニュータウン出張所	☎368－ 0119
市民活動支援センター　—	☎366－ 4664
基幹相談支援センター　—	☎365－ 1144
地域包括支援センター　—	☎368－ 9922
生活サポートセンター　—	☎368－ 9955
きらっとぴあ　　　　　　　　　　　　　　	 ☎247－ 7047（男女共同参画推進センター）
ぽっぽえん　　　　　　　　　　　　　——	☎360－ 0022（子育て支援センター）　
保健センター　—————	☎367－ 1300
黒山警察署　——————	☎362－ 1234

スポーツ
バドミントン初心者講習会
とき　17日㈰・10月１日㈰・15日㈰・22日㈰
いずれも午前９時～午後０時　ところ　池尻
体育館　対象　市内に居住・通勤・通学する中
学生以上の人　参加費　高校生以上／500円

（４回連続1,500円）、中学生／300円（４回連
続1,000円）　※保険料含む　定員　いずれも
20人（先着順）　持ちもの　運動靴、動きやす
い服装、ラケット（貸出あり）　申し込み・問い
合わせ　13日㈬までに電話またはファクシミ
リでバドミントン連盟（酒井☎・FAX366－0959）

テニス大会団体戦
とき・種目　①10月12日㈭／ＡＢ級女子ダブ
ルス団体戦、②13日㈮／ＣＤ級女子ダブルス
団体戦、③15日㈰／混合ダブルス団体戦、い
ずれも午前９時から（集合は午前８時45分） 
※予備日は 10月19日㈭・22日㈰　ところ 
山本テニスコート　参加資格　テニス連盟会
員で１チーム４人　参加費　１チーム 6,000
円（保険料含む、当日会員登録する人は 500
円が別途必要）　定員　各種目12組（先着順） 
申し込み　３日㈰～ 23日㈯に、参加種目・
チーム名・全員の住所・名前（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号・登録の有無を、ファクシミリ

（FAX367ー 4547）でテニス連盟事務局。電子
メール（fgsayama@mtj.biglobe.ne.jp）も可
問い合わせ　テニス連盟事務局☎367ー4547

俊足・かけっこ教室
　「速く走る」ための動き方、力の使い方、素
早いスタートのコツなどを教えます。
とき　25日㈪・28日㈭いずれも午後５時～
６時　ところ　市民総合グラウンド　対象	
小学生～中学生　参加費　無料　定員　いず
れも 15人（先着順）　申し込み　20日㈬まで
に、名前・学年・電話番号をファクシミリで大
阪狭山スポーツクラブ（FAX365－3774）。電子
メール（info@osakasayamasc.com）も可
問い合わせ　大阪狭山スポーツクラブ事務
局（安藤・市井☎365－3774）

ためしてレクスポ♪
～インド舞踊体験～

とき　22日㈮午後７時～９時　ところ　市立
公民館・大集会室　対象　小学生以上の人　※
小学生は保護者の同伴が必要　講師　松下陽
子さん／インド舞踊スタジオプラーチー　参
加費　500円　定員　20人（多数の場合は抽
選）　持ちもの　タオル、動きやすい服装　申
し込み　市立公民館、社会教育センター、市
役所社会教育・スポーツ振興グループ、ニュー
タウン連絡所にある「公民館講座申込書」に必
要事項を書いて、各窓口へ直接。または、は
がきに講座名と郵便番号・住所・名前（ふりが
な）・電話番号・ファクシミリ番号・年齢・性別
を書いて、〒589－0021今熊一丁目106市
立公民館。ファクシミリ (FAX366－0081) また
は市立公民館ホームページからも可。12日㈫
必着　※電話での申し込みはできません
問い合わせ　市立公民館

ライフ・チャレンジ・ザ・ファミ
リースポーツ
　家族で気軽に簡単なスポーツゲームを楽
しみ、屋外でカレーおやきをつくります。
とき　24日㈰午前９時30分～午後１時30分 
ところ　市民ふれあいの里　対象　市内に居
住・通勤する親子　参加費　３歳以下／ 100
円、４・５歳／ 200円、小学生／ 300円、中
学生以上／ 400円　定員　120人（先着順） 
申し込み　10日㈰までに総合体育館へ直接
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

キッズサッカー体験
とき　19日㈫・26日㈫いずれも①午後４時～
４時45分、②午後４時45分～５時45分　と
ころ　市民総合グラウンド　対象　①幼児ク
ラス／４～６歳、②小学生クラス／小学１～
３年生　参加費　無料　定員　いずれも 20
人（先着順）　申し込み　参加希望日の前日ま
でに、名前・学年・電話番号をファクシミリで
大阪狭山スポーツクラブ（FAX365－3774）。電
子メール（info@osakasayamasc.com）も可
問い合わせ　大阪狭山スポーツクラブ事務
局（安藤・市井☎365ー 3774）

体力測定
とき　10月9日㈷午前９時30分～ 11時30
分　ところ　総合体育館　対象　市内に居
住・通勤・通学する 20歳以上の人　内容　反
復横とび、上体起こし、握力など　参加費 
無料　申し込み　総合体育館、池尻体育館、
市立コミュニティセンタ－、市立公民館で配
布する申込用紙に必要事項を書いて、〒589
－0031池之原四丁目248総合体育館内体育
協会へ郵送または各窓口へ直接。30日㈯必着
問い合わせ　体育協会（中絵図☎090－9873
－2687）

武道体験
とき　７日㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭いず
れも①午後６時～７時、②午後８時～９時 
ところ　第七小学校・体育館　内容　①キッ
クミットを使った打撃体験、②ブラジリア
ン柔術の基本的な体験（スパーリングは柔道
有段者のみ、柔道着が必要）　
問い合わせ　拳正館空手道（村田☎080－30 
39－3465）

気楽に楽しむヨガ講座
とき　①10日㈰・②24日㈰いずれも午前10
時～11時30分　ところ　社会教育センター・
音楽室　対象　①市内に居住・通勤する人（親
子、夫婦などの二人組優先）、②市内に居住・
通勤する 20歳以上の男性　内容　①りらっ
くすヨガ、②おっさんヨガ　講師　村上誠さ
ん／ヨガインストラクター　参加費　500円 
定員　いずれも 24人（多数の場合は抽選） 
持ちもの　動きやすい服装、マットまたはバ
スタオル　申し込み　社会教育センター、市
立公民館、市役所社会教育・スポーツ振興グ
ループで配布する申込用紙に必要事項を書い
て、各窓口へ直接。または、はがきに郵便番号・

住所・名前（ふりがな）・年齢・電話番号・ファク
シミリ番号を書いて、〒589－0013茱 木二
丁目306－4社会教育センター。ファクシミ
リ（FAX368－0121）も可。①５日㈫・②10日㈰
必着　※電話での申し込みはできません
問い合わせ　社会教育センター

図 書

図書館おはなし会
とき　水曜日〈午前11時～ 11時30分〉13日・
27日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉７日・
14日・21日・28日、土曜日〈午後３時～３時
30分〉９日・23日、日曜日〈午後１時30分～
２時〉３日・10日・17日・24日　ところ・問い
合わせ　図書館

障がい者サービス
　対面朗読や録音図書の貸出をしています。
小さい文字が読みにくい人のための大活字
本や、やさしい表現で書かれた LL ブックも
あります。
問い合わせ　図書館

※市役所の開庁時間は、月～金曜日
の午前９時～午後５時30分です 考えて　君はいじめを　していない？　（平成28年度人権啓発標語から）

■「初めての絵手紙体験」新井徹さん
18歳以上の人／100円／20人
■「思い出の和布で小物をつくろう」谷巳枝子さん
18歳以上の人／500円／10人
■「花の命を大切に」速水義子さん
小学生以上の人／500円／10人
■「はじめてのいけ花」湯峯郷公さん
小学生以上の人／1,000円／10人　
■「ラジオ出演しよう」中村美保さん
小学生以上の人／500円／20人
■「イカのからだの不思議発見」阪本典子さん
小学生／200円／12人
■「映画で英語を！」網本登茂子さん
高校生以上の人／300円／10人
■「ウクレレ入門講座」あわたゆうさくさん
ウクレレ所有者など／600円（CD付き）／15人

■「ラッピングのお仕事体験」中尾佳恵さん
８歳以上の人（８歳以下は保護者の同伴が必要）／
500円／10組
■「あなたに似合う色を見つけましょう」瀧律子
さん
20歳以上の女性／500円／12人
■「ニューヨークの英会話」山中享一さん
初級英語がわかる小学生または中学生以上の人
／無料／10人
■「ゴッタンを使って三味線体験」口野典子さん
10歳以上の人／300円／20人
■「ペットボトルでクラフト生け花」武市圭子さん
保護者と子ども／500円／５組
■「ルームスプレーづくり」田中貴子さん
小学生以上の人／600円／10人
■「パステルアート」本倉和子さん
小学生以上の人／500円／10人
■「体幹トレーニング」出原洋子さん
中学生以上の人／無料／10人

■「はじめての小鼓・長唄三味線体験」杵屋柳三郎
さん、望月太八紀さん
小学校高学年以上の人／無料／６人
■「りぼん刺繍のピンブローチ」秋田徳子さん
小学校高学年以上の人／1,000円／10人
■「簡単ギター講座」四田靖さん
小学生以上の人／500円／10人
■「やさしいフラダンス」石倉久美子さん
小学生以上の女性／300円／30人
■「押し花ものさしをつくろう」青木圭子さん
小学生以上の人（未就学児は保護者の同伴が必
要）／300円／30人
■「カントリーラインダンス」角田庄子さん
５歳以上の人／500円／20人
■「木工マグネットづくり」三枝江里さん
３歳以上の人（未就学児は保護者の同伴が必要）／
500円／30人
■「ハーモニカ紹介」重留信幸さん
無料

■「講座名」講師名
対象／参加費／定員

街のすぐれもの紹介デー
とき　24日㈰午前10時～午後４時　
ところ　市立公民館

問い合わせ　市立公民館

申し込み　市立公民館、社会教育センター、市役所社会教育・スポーツ振興グループ、ニュータウン連絡所に
ある「公民館講座申込書」に必要事項を書いて各窓口へ直接。郵便の場合は、はがきに講座名・郵便番号・住所・
電話番号・ファクシミリ番号・名前（ふりがな）・年齢・性別を書いて、〒589－0021今熊一丁目106市立公民館。ファ
クシミリ（FAX366－0081)、市立公民館ホームページからも可。15日㈮必着　※電話での申し込みはできません

図書館からのお知らせ

郵送料は実費です

金剛駅、大阪狭山市駅に設置

読み聞かせと絵本のプレゼント
対象／満10か月の乳児と保護者
申し込み／事前に電話で図書館へ

図書宅配サービス

図書返却ポストが利用できます

　本の殺菌・消臭ができる図書消毒機を
設置しています。無料で利用できます

図書消毒機

ブックスタートフォローアップ事業

開館時間：午前９時～午後８時 休館日：なし
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狭山音楽フェス 2017
とき　２日㈯午後１時～５時　ところ　市立
コミュニティセンター　内容　①音楽ライ
ブ、②コイン落とし、③オリジナルエコバッ
グ作成　参加費　①無料、②③１回100円
問い合わせ　市立コミュニティセンター

狭山池博物館からのお知らせ
【フレッシュコンサート「あーすぽえむオカリ
ナユニット＆ロガンズ」】
とき　９日㈯午後１時30分～２時30分　と
ころ　狭山池博物館・ホール　曲目　君の瞳
に恋をして、365日の紙飛行機、コーヒール
ンバなど　入場料　無料　定員　96人（当日
先着順）
【高校生の芸術展】
とき　５日㈫～ 18日㈷　ところ　狭山池博
物館・特別展示室　内容　堺支援学校高等部
の授業作品展示　入場料　無料
問い合わせ　狭山池博物館

さやまっ子食育教室
～「食」について学ぼう！～

　ＪＡ大阪南の職員から野菜の魅力やおい
しい野菜の選び方などの話を聞き、栄養士
と一緒に野菜を使ったおやつやおにぎりを
つくります。
とき　30日㈯午前９時45分～午後１時　と
ころ　保健センター　対象　小学４～６年
生（保護者の同伴可）　参加費　無料（子ども
は軽食付）　定員　30人（先着順）　申し込
み・問い合わせ　電話で保健センター

第１回みなみかわち歴史ウォーク
　古墳、社寺、文化遺産などを訪れるウォー
キングを行います。今回のテーマは「日本三不
動のひとつ瀧谷不動尊と楠木正成ゆかりの地
を巡る」で、参加賞（参加者の中から抽選）と完
歩賞（全３回を完歩した人全員）があります。
とき・集合場所　17日㈰午前９時30分に春日
神社（富田林市彼方／近鉄長野線「滝谷不動駅」
下車）　※荒天中止　コース　春日神社（ス
タート）～瀧谷不動明王寺～龍泉寺～楠

なんぴあん
妣庵

観音寺～観心寺～長野公園奥河内楠公の里～
笠松稲荷～南海高野線「三日市町駅」（ゴール、
約12km）　参加費　無料　申し込み　不要
問い合わせ　華やいで大阪・南河内観光キャ
ンペーン協議会事務局（太子町にぎわいまち
づくり課）☎0721－98－0300

南河内「大
おおさかもん

阪産めぐり」スタンプラ
リー
　南河内の農林産物などに親しんでもらうた
め、大

おおさかもん
阪産を扱う農産物直売所や飲食店、関

係施設などを巡るスタンプラリーを 12日㈫
～ 11月30日㈭に実施します。参加店・施設
でスタンプを集めて応募した人に抽選で、大
阪産農産物や施設利用券などをプレゼントし
ます。応募用紙は参加店・施設、市町村農林
担当課などで配布しています。詳しくは、大
阪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/minamika 
wachinm/m_index/）をご覧ください。
問い合わせ　大阪府南河内農と緑の総合事
務所☎0721－25－1131

ビブリオカフェ「本の交流会」
　本の魅力を一緒に話しませんか。新たな
発見があるかもしれません。
とき　17日㈰午前10時～午後０時　ところ 
社会教育センター・会議室　対象　市内に住ん
でいる人　参加費　200円（飲みもの代含む） 
定員　10人（先着順）　持ちもの　本１冊以上

（ジャンルは問いません）　申し込み　15日㈮
までに、社会教育センター、市立公民館、市
役所社会教育・スポーツ振興グループで配布す
る申込書に必要事項を書いて、各窓口へ直接。
電話またはファクシミリ（FAX368－0121）も可
問い合わせ　社会教育センター

ほっと・さろん
　ファスナーを使ってブローチをつくります。
とき　20日㈬・26日㈫いずれも午前10時30
分～午後０時30分　※両日とも同じ内容 
ところ　きらっとぴあ　対象　女性　参加費	
300円（材料費）　定員　いずれも 10人（先着
順）　申し込み　催し名・住所・名前・年齢・電
話番号・参加希望日を電話できらっとぴあ。
ファクシミリ（FAX247－7047）または電子メー
ル（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可
問い合わせ　きらっとぴあ

野菜を使って生活習慣病を予防
とき　28日㈭午前９時45分～午後１時　と
ころ　保健センター　対象　市内に住んでい
る人　内容　野菜を使った減塩料理づくり 
参加費　500円（材料費、保険料）　定員　30
人（先着順）　持ちもの　エプロン、三角巾、
布巾、筆記用具　申し込み・問い合わせ　１日
㈮～５日㈫に、住所・名前（ふりがな）・年齢・電
話番号をファクシミリで大阪狭山市食生活改
善推進協議会（石橋FAX365－5898）

狭山池歴史ウォーク
～1400年の古の時を訪ねて～

とき　10日㈰午前10時～午後０時（小雨決
行）　集合場所　狭山池博物館・受付　内容	
狭山池の歴史とため池ものがたり　参加費	
無料　定員　20人（先着順）　申し込み　は
がきに住所・名前・年齢・電話番号を書いて
〒589－0007池尻中二丁目狭山池博物館
へ郵送または直接。ファクシミリ（FAX367－
8892)または電子メール(sayamaike.walk@
gmail.com) も可。９日㈯午後５時必着
問い合わせ　狭山池博物館ボランティア事
務局（狭山池博物館内）☎367－8891

SAYAKA　PARK　FES
　河内地域の青年会議所が、各地域が誇る
魅力の品を提供し、地域の再発見、ふれあ
いの大切さを届けます。
とき　10日㈰午後０時～ 4時（無くなり次第
終了）　ところ　さやか公園　参加費　無料
問い合わせ　大阪狭山市青年会議所（須田☎
360－2221）

講 座
大阪府盲ろう者通訳・介助者養成研修
　視覚と聴覚に重複して障がいのある盲ろ
う者のコミュニケーションと移動を支援す
るために、通訳・介助を行う「盲ろう者通訳・
介助者」の養成研修を実施します。　
とき　11月２日㈭～平成30年１月19日㈮の
うち 18日間　ところ　大阪府障がい者社会
参加促進センター（大阪市天王寺区生玉前町
／地下鉄谷町線「谷町九丁目駅」下車）　対象 
①点字や手書き文字などの習得意欲がある
人、②手話の技術がある人　受講料　無料（テ
キスト代は実費）　定員　①②いずれも 30人

（先着順）　申し込み　福祉グループで配布す
る受講申込書に必要事項を書いて、〒543－
0072大阪市天王寺区生玉前町５－33大阪障
害者自立支援協会へ郵送。10月６日㈮必着
問い合わせ　大阪府障がい福祉室自立支援
課☎06－6944－9176
　

歴史文化セミナー簡修館
　市が歩んできた歴史を解明してきた人た
ちに焦点を当て、「大阪狭山市歴史研究の歩
み」をテーマとして開催します。
とき　①２日㈯・②10日㈰・③17日㈰いずれ
も午後１時30分～３時　ところ　狭山池博
物館・ホール　内容・講師　①「末永雅雄先生
と大阪狭山の歴史」泉森皎さん／奈良県立橿
原考古学研究所特別指導研究員、②「井上薫
先生と狭山地域～行基 ･ 重源 ･ 狭山藩の研
究～」吉井克信／狭山池博物館副館長、③「上
田宏範先生～前方後円墳の研究そして狭山
の地名研究～」橋上猛雄／市教育委員会　参
加費　無料　定員　126人（当日先着順）
問い合わせ　歴史文化グループ

ひとりひとりの思いやり
～ゴスペル音楽で人権を学ぼう～

とき　10月21日㈯午後１時～４時　ところ 
市立公民館・大集会室　対象　小学生～中学
生（小学生は保護者の同伴が必要）　講師　文
屋範奈さん／ゴスペルシンガー　参加費　無
料　定員　200人（多数の場合は抽選）　申し
込み　社会教育・スポーツ振興グループで配

布する申込用紙に必要事項を書いて、社会
教育・スポーツ振興グループへ郵送または直
接。15日㈮～ 29日㈮必着
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

精神障がい者家族教室
とき　①10月5日㈭・②16日㈪・③30日㈪い
ずれも午後２時～４時　ところ　富田林保
健所・講堂（富田林市寿町／近鉄長野線「富田
林西口駅」下車）　対象　大阪狭山市、富田林
市、河内長野市、河南町、太子町、千早赤阪
村に住んでいる人　内容・講師　①「統合失調
症の治療と家族の接し方について～一般状態
の観察も大切です～」渥美正彦さん／上島医院
院長、②「家族の高齢化に伴う不安に対して～
今から準備できること～」赤阪綾さん／訪問看
護ステーションデューン河内長野所長、芋生
和代さん／あおば訪問看護ステーション所長、
森本美紀さん／河内長野市地域活動支援セン
ターこころッと施設長、③情報提供、家族会
の紹介、グループディスカッション　参加費 
無料　定員　いずれも 50人（先着順）　申し
込み・問い合わせ　①10月２日㈪まで、②10
日㈫まで、③24日㈫までに、電話で富田林保
健所地域保健課☎0721－23－2684

南海トラフ巨大地震の脅威と対策
～そのとき、企業と家族をどう守るか～

とき　27日㈬午後３時30分～午後５時　と
ころ　キックス（河内長野市立市民交流セン
ター、河内長野市昭栄町／南海高野線「河内長
野駅」から南海バス「市民交流センター前」下
車）　講師　平野喜久さん／ひらきプランニン
グ㈱代表取締役　参加費　無料　定員　60人

（先着順）　申し込み　大阪狭山市商工会で配
布する申込用紙に必要事項を書いて、ファク
シミリで大阪狭山市商工会（FAX366－8584）
問い合わせ　大阪狭山市商工会☎365－3194

秋・冬野菜栽培講習会
とき　９日㈯午前10時～午後０時　ところ 
大阪南農協狭山東支店・会議室（狭山四丁目） 
講師　大阪南農協営農指導員　参加費　無
料（参加者には野菜苗を配布）　定員　40人

（先着順）　申し込み・問い合わせ　５日㈫か
ら電話で農政商工グループ

催 し
わくわく広場
とき・内容　９日㈯／折り紙、23日㈷／厚紙
飛行機づくり、いずれも午後１時～４時　と
ころ　市民ふれあいの里・イベント広場　参
加費 　無料（中学生以上は入場料200円が別
途必要）　定員　50人（当日先着順）　※雨天
の場合、内容を変更する場合があります
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

RUN 伴
とも

　認知症になっても安心して暮らせる地域
づくりをめざす取組です。タスキをつなぎ、
日本を縦断するランナーの応援者を募集し
ます。詳しくは、問い合わせてください。
とき　10月１日㈰午前９時から　ところ　市
役所・正面玄関
問い合わせ　高齢介護グループ

きらっと塾「もっと知りたい！」
　講師と一緒に、セクシュアルハラスメン
トについて考えます。
とき　27日㈬午後１時30分～３時　とこ
ろ　きらっとぴあ（男女共同参画推進セン
ター）　対象　市内に居住・通勤・通学する
人　講師　浮穴正博さん／大阪大谷大学非
常勤講師　参加費　無料　定員　10人（先
着順）　申し込み　催し名と住所・名前・年
齢・電話番号を電話できらっとぴあ。ファ
クシミリ（FAX247－7047）または電子メール

（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可
問い合わせ　きらっとぴあ

ふれあい映画会
とき　16日㈯午後２時10分～４時（受付は
午後１時30分から）　ところ　SAYAKA ホー
ル・小ホール　内容　「ペット」の上映　参加
費　無料　定員　340人（先着順）　申し込み	
10日㈰までに、住所・名前・電話番号・チケッ
トの希望枚数をファクシミリで大阪狭山市こ
ども会育成連絡協議会（小谷FAX365－0338)
問い合わせ　大阪狭山市こども会育成連絡
協議会（小谷☎365－0338)
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〈投影日〉	 ３日㈰・10日㈰・17日㈰・24
日㈰いずれも午後２時からと
午後３時から（２回投影）

〈テーマ〉	『地球ヒストリー～大昔の生きも
の、恐竜がいた時代から現代へ～』

〈ところ〉	 市立公民館・プラネタリウム室
〈参加費〉 無料
　10人以上の団体に平日投影をしてい
ます。詳しくは、問い合わせてください。
〈問い合わせ〉　市立公民館
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立こども園、市立公民館、図書館、保健セ
ンター、ニュータウン連絡所で配布する申
込用紙に必要事項を書いて、〒589－0022
西山台三丁目２－１ぽっぽえんへ郵送または
直接。19日㈫～ 25日㈪消印有効
【市民協働子育て講座】
《①気持ちよく体を動かし心身をリフレッ
シュ！》とき　10月３日㈫・10日㈫・17日
㈫いずれも午前10時～ 11時30分　ところ 
研修室１　対象　子育て中で、全回参加でき
る人　内容　ヨガ、セルフマッサージなど 
参加費　無料（保育希望者は１人１回100円
が別途必要、１歳～就学前の子ども）　定員 
12人（保育定員12人）　※多数の場合は抽選
《②心を育む絵本の世界～絵本で子育て、孫
育て～》とき　10月16日㈪・23日㈪・11月
６日㈪いずれも午前10時～ 11時30分　と
ころ　研修室１　対象　就学前の子どもを
持つ保護者、子育てに関心がある人　内容 
絵本の楽しさ、子育てに活かせる絵本の紹介、
お話会　参加費　無料（保育希望者は１人１
回100円が別途必要、１歳～就学前の子ど
も）　定員　20人（保育定員10人）　※多数
の場合は抽選　
《③お片づけ上手な子どもに育てよう！お
もちゃ収納講座》とき　10月13日㈮・20日
㈮いずれも午前10時～ 11時30分　ところ 
研修室１　対象　就学前の子どもを持つ保
護者　内容　おもちゃの片づけ方や収納の
基本を学ぶ　参加費　無料（保育希望者は１
人１回100円が別途必要、１歳～就学前の
子ども）　定員　20人（保育定員10人）　※
多数の場合は抽選　
申し込み　①③４日㈪～ 11日㈪、②11日㈪
～ 19日㈫にぽっぽえん、市役所子育て支援
グループ、市立公民館、図書館、保健センター、

子 育 て

児童扶養手当の現況届をまだ提
出していない人へ
　児童扶養手当を受給している人で、現況
届を提出していない人は早急に手続きをし
てください。提出がない場合、８月分から
の手当を受給できません。また、期日を過
ぎて提出すると、12月期の振込みができな
い場合があります。
　なお、児童扶養手当を受給して５年経過す
るなどにより、現況届時に一部支給停止適
用除外事由届出書の提出が必要な人は、早
急に提出してください。提出した月分まで
の児童扶養手当の２分の１が支給停止とな
る場合があります。詳しくは、問い合わせ
てください。
問い合わせ　子育て支援グループ

わんぱくプラザ（地域子育て支援
センター）からのお知らせ
【あおぞらひろば】
とき　①１日㈮・②８日㈮・③15日㈮いずれ
も午前10時～ 11時30分　ところ　①かが
やき広場、②東野第１公園、③池尻第８公園 
内容　運動遊び、絵本の読み聞かせなど
【ふれあいウェンズデー・ふれあいサタデー】
とき　２日㈯・27日㈬いずれも午前10時～
11時30分　ところ　池尻保育園　対象　市
内に住んでいる就学前の子どもと保護者　内
容　園庭遊び
【パパママ教室】
とき　４日㈪午前10時～ 11時　ところ　池
尻保育園　定員　10人（先着順）　内容　フ
ラワーアレンジメント講座　講師　大下美
智代さん／マミフラワーデザイン　申し込み 
２日㈯までに電話で池尻保育園☎367－2020
問い合わせ　池尻保育園☎367－2020

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ
【ファミサポ交流会】
とき　①５日㈫午前10時30分～11時30分、
②13日㈬午前10時～ 11時　ところ　研修
室１　対象　ファミサポ会員、ファミサポに

関心のある人（②は２歳までの子どもと保護
者）　内容　①ジャンジャンシアターちゃん
こ隊による太鼓、拍子木などのパフォーマン
ス、②親子でわらべうたあそび　定員　②
16組（多数の場合は抽選）　申し込み 　②１
日㈮～７日㈭にぽっぽえんへ電話または直接
【すくすく元気！おいしく楽しく食べよう】
とき　26日㈫午前10時30分～ 11時40分  
ところ　研修室１　対象　妊産婦、授乳・離
乳期の子どもと保護者　内容　簡単な離乳食
づくり、だしの飲み比べなど　講師　さやま
地域活動栄養士会　参加費　無料　定員　15
組（多数の場合は抽選）　申し込み　11日㈪～
19日㈫にぽっぽえんへ電話または直接
【あおぞらひろば・あそびのひろば～集会所・
幼稚園で一緒に遊ぼう～】
とき・ところ　６日㈬・20日㈬／西幼稚園・南
第二幼稚園、13日㈬／東野地区公民館、28
日㈭／南海狭山住宅自治会館、いずれも午前
10時～ 11時30分　※徒歩または自転車で
お越しください　対象　就学前の子どもと
保護者　持ちもの　飲みもの、帽子、タオル、
子どもの着替え、おむつなど
【ペアレントトレーニング～つながろう～】
　日々の子育ての中で思い悩むことはあり
ませんか。子どもの行動を理解し、効果的
に関わる方法を学びましょう。
とき　10月24日㈫・11月７日㈫ ･21日㈫・
12月５日㈫・19日㈫いずれも午前10時～
11時30分（全５回）　ところ　研修室２　対
象　３歳～小学３年生の子どもを持つ保護
者　参加費　無料（保育希望者は保険料500
円が別途必要。保育の人数により、料金を
変更する場合があります）　定員　６人（多数
の場合は抽選）　申し込み　ぽっぽえん、市
役所子育て支援グループ、市立幼稚園、市

市立コミュニティセンターで配布する申込用
紙に必要事項を書いて、ぽっぽえんへ直接
問い合わせ　ぽっぽえん

認定こども園・保育園の行事
●山本こども園／☎360－7000

《なかよし散歩》12日㈫・10月10日㈫いずれ
も午前10時～ 11時（雨天中止）　《敬老のつ
どい》13日㈬午前10時～ 11時　※孫と一緒
に参加を希望する人は問い合わせてください 

《内科検診》10月11日㈬午前９時30分から 
《運動会》10月21日㈯午前９時～午後０時
30分　※車で来園する場合は、園舎裏側の
山本第一公園に駐車してください　《園庭開
放》毎日午前10時～午後５時（休園日を除く） 

《運動会ごっこ》10月６日㈮午前10時～ 11時
●きらり保育園／☎366－3707

《スライムで遊ぼう》６日㈬午前10時～ 11時 
《運動会ごっこ》10月18日㈬午前10時～ 11時
●ルンビニ保育園／☎365－8808

《よちよちタイム・のびのびタイム同時開催》
①８日㈮／敬老の日のはがきづくり、②15
日㈮／シャボン遊び、③10月６日㈮／運動
会ごっこ、④27日㈮／親子で芋ほりまたは

スーパーボール制作、いずれも午前10時～
11時30分　対象　1～ 3歳の子どもと保護
者　定員　いずれも 10組（先着順）　持ちも
の　①②③動きやすい服装、飲みもの、タ
オル、④ハサミ、のり、動きやすい服装、
飲みもの、タオル　《園庭開放》８日㈮・15日
㈮・10月６日㈮・27日㈮いずれも午前10時
～ 11時30分　《運動会》30日㈯午前９時30
分から

おやこであそぼ♪わらべうた 
とき　30日㈯午前11時～午後０時（開場は
10時45分）　ところ　図書館・おはなしの部
屋　対象　０～２歳の子どもと保護者　定
員　10組（当日先着順）　講師　南川佳子さ
ん／ふきのとう代表　参加費　無料　
問い合わせ　図書館

プレママ・プレパパほっとカフェ　
　妊娠、出産で気になること、子育てのこと、
みんなで気軽に話しませんか。助産師が質問
や相談に応じます。カフェの出店もあります。
とき　30日㈯午前10時～ 11時30分　とこ

ＳＡＹＡＫＡホールチケットカウンター☎365－9590　休館日：火曜日（祝日を除く）

９日㈯チケット発売９月公演の案内

■とき　９日㈯午後１時30分開場／午後２時開演 
■会場　小ホール（全席指定）　■前売　一般2,800円、ペア
券5,000円（当日各500円増）　※３公演（【第２回】村治奏一ギ
ターリサイタル／ 12月２日㈯【第３回】三浦一馬バンドネオン
コンサート／平成30年３月３日㈯）セット券6,500円（９日ま
で）　■予定曲　ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番ハ短調作
品13『悲愴』、エリーゼのために、ショパン：幻想即興曲ほか

■とき　11月４日㈯午後４時30分開場／午後５時開演　■
会場　大ホール（全席指定）　■前売　一般8,000円　■会員
先行予約　２日㈯～６日㈬　※１人４枚まで

SAYAKA クラシックススペシャル
第１回長富彩ピアノ・リサイタル

HOTEI Live In Japan 2017 ～ Paradox Tour ～

10日㈰チケット発売　会員先行予約　３日㈰～６日㈬　※ １人４枚まで

ろ　保健センター　対象　初めての出産を
迎える妊婦と夫　内容　フリートーク、助産
師のアドバイス、リラックス & ストレッチ、
子育て情報の案内　参加費　無料（飲みもの
代は別途必要）　定員　15人（先着順）　申し
込み・問い合わせ　保健センターへ電話また
は直接

就園・就学特別相談会
とき　10月7日㈯・21日㈯いずれも午前９時
～午後０時　ところ　市役所　対象　入園や
入学をひかえた子どもの状況に不安を持つ保
護者　内容　専門家による個別相談　申し込
み・問い合わせ　電話で学校教育グループ

子育てほっとさろん「さつき」
　子どもと保護者が交流できる場所です。
とき　①６日㈬・②20日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※②は救急救命講座　とこ
ろ　①さつき荘・ワーキング室、②さやま荘・
多目的室　対象　市内に住んでいる就学前の
子どもと保護者　参加費　無料
問い合わせ　社会福祉協議会

■とき　12月10日（日）午後１時30分開場／午後２時開演 
■会場　大ホール（全席指定）　■前売　一般3,000円、高校生
以下1,500円（当日各500円増）

わらび座ミュージカル「KINJIRO! ～本当は面白い二宮金次郎～」

長富彩
布袋寅泰

■とき　24日㈰午後１時30分開場／午
後２時開演　■会場　小ホール（全席指
定）　■前売　一般3,800円（当日500円
増）　■予定曲　ドビュッシー／ J. スパークス編：『ベルガマ
スク組曲」より「月の光」、アルベニス：「スペイン組曲第1集」
Op.47-3よりセビーリャ、ディアンス :「ハムサ」よりほか

タレガギターカルテット 
～ 24の弦が紡ぐ響きの空間～

タレガ
ギターカルテット

お金の専門家による「介護と葬儀のお
金の話」、元葬儀会社幹部だから言える

「賢い葬儀とこれからのお墓の話」と
いったセミナーの他、棺桶の中に入る

「納棺体験」、認知症予防体操「コグニ
サイズ」、座禅体験など人生後半の「分
らないこと」を解消し、健康で楽しい毎
日を過ごすためのワクワク講座です。
是非、ご友人と一緒にお越しください！

大阪狭山市文化会館
（SAYAKAホール）大会議室L
ファイナンシャルプランナー 福田英明
お片付けアドバイザー 浦田祐樹  
①9/20（水）午前9:15～11:30    
②10/4（水）午前9:15～11:30 
※上記2講座は同じ内容になります
1500円（お茶、エンディングノート付）
50名（要予約）お名前、電話番号、
年齢、参加希望日を
ＦＡＸ 072-369-0527 まで

場 所

講 師

日 時

費 用
定 員

堺市美原区平尾２８５-１５ 

お問い合わせはコチラから

ＴＥＬ：072-369-0526マーケティングソリューション
(福田まで)

元銀行員FPと元大手葬儀会社OBによる
各日
定員
   （要予約）
50名

人生後半戦！
楽しく過ごすための
心と体と頭の教養講座終活セミナー

マーケティングソリューション様大阪狭山市広報紙　93.2mm×60mm

広告掲載に関する問い合わせは株式会社ホープ☎	092－716－1404

■とき　11月５日（日）午後２時30分開場／午後３時開演　■会場　大ホール
（全席指定）　■前売　一般8,640円（当日500円増）　■出演　谷村新司、指揮：
渡邊一正、演奏：日本センチュリー交響楽団

「TANIMURA CLASSIC」with 日本センチュリー交響楽団

大阪狭山市市制施行30周年記念　
谷村新司・日本センチュリー交響楽団コラボレーションライブ


