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きらっと塾
～ダイバーシティって何？～

　月ごとのテーマについて、参加者で話しな
がらアドバイザーとともに考えます。
とき　26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・問い合わせ　催し名・住所・名前・
年齢・電話番号をファクシミリ（FAX247ー
7047）できらっとぴあ。電話または電子メー
ル（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

楽しく学べる防災講座
とき　20日㈫午後１時30分～２時30分　と
ころ　市立コミュニティセンター・大会議室 
内容　身近にできる防災対策や防災を通した
地域づくり　講師　岡本裕紀子さん／防災士 
参加費　無料　定員　150人（当日先着順）
問い合わせ　民生委員・児童委員協議会（社
会福祉協議会内）

安全運転講習会
とき・ところ　15日㈭／市立コミュニティセ
ンター・大会議室、23日㈮／市役所・第１会
議室　いずれも午後７時～８時（開場は午後
６時30分）　申し込み　不要
問い合わせ　土木グループ、黒山警察署

お料理ボランティア養成講座
　家事で困っている人への支援や一人暮ら
しの高齢者を対象とした会食会での調理ボ
ランティアについて、講義や調理実習を通
して楽しく学びます。
とき　19日㈪午前10時～午後０時、22日
㈭午前10時～午後１時30分（全２回）　と
ころ　市立公民館・調理室　参加費　500円 
定員　20人（先着順）　申し込み　はがきに

「お料理ボランティア養成講座参加希望」と、

講 座
住所・名前（ふりがな）・電話番号を書いて、
〒589ー 0021今熊一丁目85大阪狭山市ボ
ランティアセンター。ファクシミリ(FAX366ー
7407）も可。12日㈪必着
問い合わせ　ボランティアセンター☎367ー
6601

スポーツ
トレーニング機器講習会
　総合体育館のトレーニングルームを使用
するには、事前にトレーニング機器講習会の
受講が必要です。電話で申し込んでください。
申し込み・問い合わせ　総合体育館　

キッズ＆小学生サッカー体験
とき　13日㈫・27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）

春季テニス大会
とき・種目　４月８日㈰／男子ダブルスＡＢ
級・ＣＤ級、15日㈰／女子ダブルスＡＢ級・
ＣＤ級、22日㈰／混合ダブルスＡＢ級、Ｃ
Ｄ級、いずれも午前９時から（午前８時45
分集合）　※予備日／ 29日㈷　試合方法	
リーグ戦またはトーナメント形式　ところ	
山本テニスコート　参加資格　テニス連盟会
員　参加費　1人1,500円（高校生以下は800
円）　※当日連盟会員登録する人は 500円
が別途必要　定員　いずれも 32組（先着順） 
申し込み　３日㈯～ 18日㈰に参加種目・住
所・名前（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・所
属チーム・連盟登録の有無をファクシミリで

テニス連盟事務局（FAX367－4547）。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－
4547

空手を体験してみませんか
とき　１日㈭・８日㈭・15日㈭・22日㈭・29
日㈭いずれも①午後６時～７時30分、②午
後７時30分～９時　ところ　社会教育セン
ター（29日は第七小学校・体育館）　対象　①
５歳～小学生の子どもと保護者、②中学生以
上の人　内容　ミットなどを使った空手体
験　参加費　無料　持ちもの　動きやすい
服装、飲みもの　申し込み・問い合わせ　希
望日の２日前までに、電話で拳正館空手道（村
田☎080－3039－3465）

楽しい HIP-HOP ダンス体験
とき　13日㈫・16日㈮いずれも①午後３時
45分～４時30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月１日現在３歳～５
歳、②小学生クラス／新小学１年～６年生 
参加費　無料　定員　20人（先着順）　申し
込み　参加希望日の前日までに名前・性別・
生年月日・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）

市長杯バドミントン大会
とき　４月22日㈰午前９時～午後９時 
ところ　総合体育館 　対象　市内に居住・
通学する高校生　参加費　団体戦１チーム
1,800円、個人戦1人600円（保険料含む） 
申し込み　総合体育館で配布する募集要項・
申込用紙を確認し、４月６日㈮までに総合
体育館へ直接
問い合わせ　バドミントン連盟（酒井☎366
－0959）まで　　　

図 書

図書館からのお知らせ
【おやこであそぼ♪わらべうた】
　子どもと一緒にわらべうたで遊びません
か。触れあいながら、楽しいひとときを過
ごしましょう。
とき　17日㈯午前11時～午後０時　ところ	
児童室おはなしコーナー　対象　０～２歳児と
保護者　講師　南川佳子さん／ふきのとう代表 
参加費　無料　定員　７組（当日先着順）

【図書消毒機で快適読書生活！】
　図書館に本の殺菌・消臭ができる図書消毒
機を設置しています。殺菌力が高くインフ
ルエンザやノロウイルス、花粉症対策にも
効果的です。料金は無料です。
【障がい者サービス】
　対面朗読や録音図書（朗読ＣＤ・テープ）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（エルエル）ブックもあります。
【図書館おはなし会】
とき　水曜日〈午前11時～ 11時30分〉14日・
28日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉１日・
８日・15日・22日、土曜日〈午後３時～３時30
分〉10日・24日、日曜日〈午後１時30分～２時〉
４日・11日・18日・25日　ところ　図書館
問い合わせ　図書館

※電話・ファクシミリのかけ間違いに
ご注意ください

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

※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 負けないで　あなたの仲間　すぐそばに　（平成29年度人権啓発標語から）

サタデースポーツ

問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

　「土曜日の午前中はスポーツをしよう」を合い言葉に、市内に住んで
いる子どもを対象に体育協会加盟団体などがスポーツ教室を開催しま
す。２日㈮から総合体育館で配布する募集要項を確認して、申し込ん
でください。
※対象はいずれも4月１日時点の学年です。

種目（実施団体） 対象（新年度） 実施日程 場所

卓球（卓球協会） 中学生 月３回程度 総合体育館
トランポリン（トランポリン協会） ５歳～小学6年生 毎週 総合体育館
バドミントン（バドミントン連盟） 小学3年生～高校生 主に第１・３週 総合体育館

バトントワリング（バトントワリング連盟） ４歳～高校生 毎週 総合体育館
少林寺拳法（少林寺拳法協会） ５歳～高校生 毎週 総合体育館
サッカー（サッカー連盟） 小学１年生～中学生の女子 月３回程度 市民総合グラウンド
テニス（テニス連盟） ５歳～小学6年生 月３回程度 山本テニスコート

ゲートボール（ゲートボール連盟） 小学３年生～中学生 第２･４週 ふれあいスポーツ広場
ラグビー（NPO法人大阪狭山スポーツクラブ） 小学１年生～中学生 月３回程度 市民総合グラウンド

図書館からのお知らせ

金剛駅、大阪狭山市駅に設置
図書返却ポストが利用できます

郵送料は実費です
図書宅配サービス

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

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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竹工作とおやつづくり
～竹ワークショップ・子どもの学び編～

とき　26日㈪午前10時～午後３時　ところ	
市立公民館・多目的室　対象　小学生　内容	
帝塚山学院大学の学生と、竹を使った工
作とおやつづくり　参加費　200円　定員	
12人（多数の場合は抽選）　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申し込み可。15
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

ビブリオカフェ「本の交流会」
とき　18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　内容　本の魅力を話す　参
加費　200円（飲みもの代含む）　定員　10
人（先着順）　持ちもの　本３冊まで（ジャン
ルは問いません）　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書に必要事
項を書いて、各窓口へ直接。ファクシミリ

（FAX368－0121）も可　※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

避難所ワークショップ　
～運営に女性視点をプラスする～

　災害のときに必要な「女性の視点」を防災士
と一緒に考えてみませんか。
とき　24日㈯午後１時30分～４時30分 
ところ　市役所南館・講堂　対象　市内に居
住・通勤・通学する人　講師　岡本裕紀子さ
ん／防災士　参加費　無料　定員　20人（先
着順）　申し込み・問い合わせ　催し名・住所・
名前・年齢・電話番号をファクシミリ（FAX247
－7047）できらっとぴあ。電話または電子
メール（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

わくわく広場
とき・内容　10日㈯／ネイチャーゲーム、24
日㈯／ボール紙でブーメランづくり、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円が必要）　定員　いずれ
も 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

春フェス「誰がスター？みんなスター」
～ふれあいコンサート＆カフェ～

とき　18日㈰午前11時から　ところ　市立
公民館・ふれあいフロア　内容　歌、ウクレ
レ、サックス、バンド演奏など。カフェも
併設　入場料　無料（飲みもの代は有料）
問い合わせ　市立公民館

フクロウ話「雛
ひな

が孵
かえ

った」
　フクロウの孵

ふ か
化についての講演、フクロ

ウとのふれあいタイム、フクロウをモデル
に写生や写真撮影を行います。　※フクロ
ウの雛はいません
とき　21日㈷午後１時～４時　ところ　南
河内林業総合センター「ラ・フォレスタ」（千
早赤阪村東阪／近鉄長野
線「富田林駅」から金剛バ
ス「東阪バス停」下車）
問い合わせ　ラ・フォレ
スタ☎0721－72－0090

ボランティア交流会「ボラトーーク」
　市内で活躍するボランティアのみなさん
と交流し、仲間づくりをしませんか。
とき　30日㈮午後１時～３時30分　とこ
ろ　さやま荘・大広間　対象　市内でボラン
ティア活動をする人や興味のある人　参加
費　無料　定員　50人（先着順）　申し込み	
はがきに「ボランティア交流会参加希望」と郵
便番号・住所・名前・電話番号を書いて、〒589
－0021今熊一丁目85大阪狭山市ボランティ
アセンター。ファクシミリ (FAX366－7407）
も可。９日㈮必着
問い合わせ　ボランティアセンター☎367－
6601

催 し
ほっと・さろん
　フェルトフラワーの額飾りをつくりなが
ら、おしゃべりを楽しみましょう。
とき　14日㈬・20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（男女共同参画推進セン
ター）　対象　女性　参加費　350円（材料費） 
定員　いずれも 10人（先着順）　申し込み・問
い合わせ　名前を電話できらっとぴあ。ファ
クシミリ（FAX247ー7047）、または電子メール

（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

第7回大阪狭山まちゼミ
 　お店の人が講師になり、プロの知識や役
に立つ情報をお伝えします。詳しくは、大
阪狭山市商工会ホームページ（http://www. 
mydoo.net/shoukoukai/）をご覧ください。
とき　１日㈭～31日㈯（開催日は店舗によっ
て異なります）　ところ　市内の参加店舗 
参加費　無料（材料費が必要な場合がありま
す）　申し込み　各参加店舗へ直接
問い合わせ　大阪狭山市商工会☎365－ 3194

気楽に楽しむヨガ講座
とき・内容　①11日㈰／りらっくすヨガ、②
25日㈰／オッサンヨガ、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　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書に必要事
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
問い合わせ　社会教育センター

春のボランティアジュニアスクール
～ボランティア記者になろう～

　様々な体験や取材を通して、ボランティ
ア活動について楽しく学びます。
とき　17日㈯午前10時～午後３時30分 
ところ　さやま荘　対象　小学３年生～中学
生　参加費　500円　定員　20人（多数の場
合は抽選）　申し込み　はがきに「ボランティ
アジュニアスクール参加希望」と、住所・名前

（ふりがな）・学年・学校名・電話番号・保護者
の名前を書いて、〒589－0021今熊一丁目
85大阪狭山市ボランティアセンター。ファ
クシミリ (FAX366－7407）も可。５日㈪必着
問い合わせ　ボランティアセンター☎367－
6601

狭山池歴史ウォーク
～1400年の古の時を訪ねて～

とき　11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	
ボランティアによる「改修の歴史と池語り
草」をテーマにした狭山池案内　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。
ファクシミリ (FAX367－8892)、電子メール
(sayamaike.walk@gmail.com)、または直接
も可。10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）

狭山池博物館からのお知らせ
【土木遺産展～関西のダムめぐり～】
とき　10日㈯～４月８日㈰　ところ　特別
展示室　内容　関西を中心に全国の主なダ
ムにスポットを当てた展示　入場料　無料 
【講演会】とき　①17日㈯・②24日㈯・③４
月１日㈰いずれも午後１時30分～３時30分

（開場は午後１時）　ところ　ホール　内容・
講師　①「水の土木遺産をたどって神戸・布
引へ～水道から見たローマ、イギリス、そ
して神戸へ～」松下眞さん／神戸市水道局、 
②「ダムを知る、楽しむ、行ってみよう」谷和
音さん／大阪府富田林土木事務所、松澤俊一
さん／ダム愛好家　③「関西電力殿山ダム～
黒部ダムにも影響を与えた国内初のドーム

型アーチ式ダム～」松田契太さん／関西電力
㈱　入場料　無料　定員　126人（当日先着
順）
【市立郷土資料館企画展「くらしの道具展」】
とき　４日㈰まで　ところ　特別展示室 
【講演会】とき　３日㈯午後２時～４時（開場
は午後１時30分）　ところ　ホール　内容・
講師　「鏡にうつされた過去～未来」西川寿勝
さん／狭山池博物館学芸員　入場料　無料　
定員　126人（当日先着順）　
【わくわくイベント「人形劇で楽しもう」】
とき　21日㈷午後２時～３時（開場は午後１
時30分）　ところ　ホール　内容　人形劇
団赤いりんごによる人形劇「金のおの 銀のお
の」、アートバルーンショー　参加費　無料 
定員　126人（当日先着順）　※小学３年生
以下は保護者同伴
【フレッシュコンサート津軽三味線「笑風会」】
とき　５月19日㈯午後１時30分～３時（開
場は午後１時）　ところ　ホール　出演　笑
風会（翔田静香さん、翔田光穂さんほか）　曲
目　津軽じょんがら節、民謡など　入場料	
無料　定員　126人（多数の場合は抽選）　申
し込み　往復はがきに代表者の住所、参加
者全員の名前（２人まで）、返信面にも住所・
名前をを書いて、〒589－0007池尻中2丁
目狭山池博物館フレッシュコンサート 2018
笑風会担当。４月19日㈭必着　※１グルー
プ１枚まで
【「みどりの風感謝祭」パネル展示】
とき　10日㈯～４月８日㈰　ところ　２階
円形通路壁面　内容　大阪府の都市緑化政
策についてのパネル展示　入場料　無料
問い合わせ　狭山池博物館

歴史文化基本構想シンポジウム
とき　11日㈰午後１時～４時（開場は午後０
時30分）　ところ　狭山池博物館・ホール　
テーマ　「街道をゆく～魅力あふれる歴史・
自然・人～」　パネリスト　植松清志さん／
大阪狭山市歴史文化基本構想策定委員、藤
原喜美子さん／大阪狭山市歴史文化基本構想
策定委員、谷上惠子さん／さやか観光会、窪
田由紀さん／あまの街道と陶器山の自然を守
る会　参加費　無料　定員　96人（先着順） 
申し込み　２日㈮までに歴史文化グループ
で配布する申込用紙に必要事項を書いて、
歴史文化グループへ直接。または、はがき

に「歴史文化基本構想シンポジウム参加希
望」と郵便番号・住所・名前（ふりがな）・電話
番号を書いて、〒589－8501大阪狭山市役
所歴史文化グループ。ファクシミリ（FAX367
－6011)、または電子メール（sayamaike@
city.osakasayama.osaka.jp）も可
問い合わせ　歴史文化グループ

学 校
夜間中学校で勉強しませんか
　様々な事情で小学校や中学校を卒業でき
なかった人、実質的に十分な教育を受けられ
ないまま中学校を卒業した人で、夜間中学
校で学ぶ意志のある人は連絡してください。
授業料は無料です。
申込期間　４月27日㈮まで（土・日曜日、祝
日を除く）
問い合わせ　堺市立殿馬場中学校夜間学級
☎072ー 221ー 0755

市育英金をご利用ください
　高等学校・高等専門学校・専修学校の高等
課程に在学または４月から入学する人で、
経済的な理由で就学が困難な場合は、市育
英金として無利子でお貸しします。ただし、
他の奨学金との併用はできません。
対象　市内に住んでいて、市の住民基本台帳
に記載されている人　金額　月額1万2,000
円（上限額）　返済期間　卒業の１年後から貸
付期間の２倍の期間内　申し込み　４月２
日㈪～ 27日㈮まで（土・日曜日を除く）に学
校教育グループへ直接
問い合わせ　学校教育グループ

〈投影日〉	 4日 ㈰・11日 ㈰・18日 ㈰・25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〉	宇宙ヒストリー～天の川銀河誕
生～

〈ところ〉	市立公民館・プラネタリウム室
※10人以上の団体の希望があれば、平日
でも投影します。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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●ルンビニ保育園／☎365－8808
《るんびに広場》４月20日㈮「ぽかぽかお日様
と遊ぼう」、27日㈮「ふれあい遊び」いずれも
午前10時～ 11時30分　対象　１～３歳児
と保護者　定員　10組（当日先着順）　※動
きやすく汚れてもよい服装で参加してくださ
い　《園庭開放》毎日（土・日曜日、祝日を除く） 
いずれも午前10時～ 11時30分　※３月は
開催しません
●池尻保育園／☎367－2020

《お買い物ごっこ》６日㈫午前10時～ 11時 
持ちもの　買いもの袋
●山本こども園／☎360－7000

《ひなまつり》２日㈮午前10時～ 11時　《なか
よし散歩》13日㈫・４月18日㈬いずれも午前
10時～ 11時　《園庭開放》毎日午前10時～午
後５時（休園日を除く）

あそびにおいでよ
　《１期》５・６月、《２期》７・８月、《３期》９・
10月、《４期》11・12月のいずれか１期のみ参
加できます。
とき　０歳児／毎月第２・４木曜日、１・２
歳児／毎月第１・３木曜日、いずれも午前10
時～ 11時　ところ　きらり保育園　対象 
０～２歳児と保護者　定員　０歳児／５組、
１歳児／６組、２歳児／６組（多数の場合は
抽選）　申し込み　往復はがきに「希望の期

（第２希望まで）」と郵便番号・住所・子ども
と保護者の名前（ふりがな）・子どもの生年月
日・性別・電話番号・気になること、返信面に
も郵便番号・住所・名前を書いて、〒589－
0006金剛二丁目13－16きらり保育園。４
月７日㈯消印有効
問い合わせ　きらり保育園

クラブは第３希望まで、または「希望なし」）
と、郵便番号・住所・電話番号・参加する保護
者と子どもの名前（ふりがな）・子どもの生年
月日（第何子か）・性別・参加理由・保育を希望
する子どもがいる場合は名前（ふりがな）と生
年月日を書いて、〒589－0022西山台三丁
目２－１ぽっぽえん。官製はがきを持参して、
直接も可。12日㈪消印有効　※ぶどうクラ
ブ（０歳児）は８月以降に実施予定
問い合わせ　ぽっぽえん

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
【パパママ教室】
とき　８日㈭午前10時～ 11時　ところ	
SAYAKA ホール・コンベンションホール 
内容　「かちかちやま」劇団ちろりん　定員	
30人（当日先着順）
問い合わせ　池尻保育園☎367－2020

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として
開設しています。
とき　①７日㈬・②28日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※28日は工作を行います 
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

認定こども園・保育園の行事
●きらり保育園／☎366－3707

《みんなで遊ぼう》４月18日㈬午前10時～11時

　

募 集
協力団体
【①元気っこクラブ】放課後の小学校で、スポー
ツや文化の講座を実施する「元気っこクラブ」
に協力していただける団体を募集します。
ところ　東小学校、西小学校、南第二小学校、
南第三小学校　
【②わくわく広場】市民ふれあいの里でクラフ
トやゲームのコーナーを行う「わくわく広場」
に協力していただける団体を募集します。
とき　４月から平成31年３月までの第２・第
４土曜日午後１時～午後４時　ところ　市
民ふれあいの里　

【③Ｇｏ！Ｇｏ！ふれあいの里ワールド】５月
５日のこどもの日に市民ふれあいの里無料開
放イベント「Go ！ Go ！ふれあいの里ワー
ルド」を行います。このイベントで模擬店や
ゲームコーナー、クラフトコーナーなどに協
力していただける団体を募集します。
とき　５月５日㈷午前10時～午後２時　と
ころ　市民ふれあいの里　
申し込み　①は１日㈭～ 30日㈮、②・③は
１日㈭～ 16日㈮に社会教育・スポーツ振興
グループで配布する募集要項を確認し、申込
書に必要事項を書いて、〒589－8501大阪
狭山市役所社会教育・スポーツ振興グループ
へ郵送または直接　※募集要項および申込
書は市ホームページからもダウンロード可
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

　 　
　　

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）

３月公演の案内 10 日㈯チケット発売　

大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部 
特別演奏会
■とき　４月21日㈯午後１時30分開場／２時開
演　■会場　大ホール（全席指定）　■前売　一般
1,500円（当日500円増）　■会員先行予約　３日㈯
～７日㈬　※1人４枚まで

子 育 て

あそびのひろば・あおぞらひろば
～近くの集会所で一緒に遊ぼう～

とき	・ところ　１日㈭／池尻コミュニティ
ホール、５日㈪／茱 木中央公民館、７日
㈬／東野地区公民館、８日㈭／南海狭山住宅
自治会館、９日㈮／下今熊地区会館、いず
れも午前10時～ 11時30分　※駐車場はあ
りません　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、オムツなど
問い合わせ　ぽっぽえん（子育て支援セン
ター）

年齢別交流会
　同年齢の子どもがいる親子で一緒に遊び
ませんか。
りんごクラブ

とき
（交流会

番号）

①４月27日～６月１日の毎週
金曜日（ただし５月４日を除く）
②５月17日～６月14日の毎週
木曜日
いずれも午前10時～ 11時30分

対象 ２歳児（平成27年４月２日～平
成28年４月１日生まれ）

参加費 500円（保険料など、全５回分）

いちごクラブ

とき
（交流会

番号）

①５月15日～６月12日の毎週
火曜日
②５月16日～６月13日の毎週
水曜日
③９月14日～ 10月12日の毎週
金曜日
④11月７日～ 12月５日の毎週
水曜日
いずれも午前10時～ 11時30分

対象 １歳児（平成28年４月２日～平
成29年４月１日生まれ）

参加費 400円（保険料など、全５回分）

ところ　ぽっぽえん　定員　いずれも 15組
（多数の場合は抽選）　※保育あり。１人につ
き 200円（保険料、全５回分）が別途必要　
申し込み　往復はがきに「クラブ名」・交流会
番号（りんごクラブは第２希望まで、いちご

「さやま芸術祭」舞台部門主催団体
　10月27日㈯～ 11月10日㈯に、SAYAKA 
ホールで開催する「さやま芸術祭」の舞台部門
を主催する団体を募集します。
内容　 芸 術 祭 の 舞 台 部 門 の 企 画・公 演 
※公演制作費が必要（芸術祭期間内にお
ける利用可能時間を限度とした、施設利
用料は除く）　申し込み　SAYAKA ホー
ルで１日㈭から配布する募集要領を確認
し、 申 込 書 と 公 演 企 画 書 を、SAYAKA
ホールへ直接。4月30日㉁午後５時必着 
※募集要領および申込書はホームページ

（http://www.sayaka-hall.jp/）からもダ
ウンロード可
問い合わせ　SAYAKA ホール

舘野泉＆草笛光子 音楽と物語の世界

■とき　11日㈰午後２時開場／２時30
分開演　■会場　大ホール（全席指定） 
■前売　一般5,000円（当日500円増） 
■予定曲　バッハ（ブラームス編曲）：
シャコンヌ、白髪の恋の物語（谷川俊太
郎詩集「女に」より、シサスク：エイヴェ
レの惑星）、吉松隆：『KENJI…宮澤賢治
によせる』、「オホーツク挽歌」より、「銀
河鉄道の夜」よりほか

舘野泉 草笛光子

11 日㈰チケット発売　■会員先行予約　４日㈰～７日㈬　※会員割引10％、1人４枚まで

東京大衆歌謡楽団コンサート　
～昭和の初期の名曲を唄う～

■とき　６月２日㈯午後１
時30分開場／２時開演　■
会場　小ホール（全席指定） 
■前売　一般3,500円（当日
500円増）　■予定曲　東京
ラプソディ、誰か故郷を想
わざる、旅の夜風、青い山
脈ほか　※曲目は変更にな
る場合があります　

SAYAKAクラシックススペシャル
【第１回】正戸里佳（ヴァイオリン）&岡田将（ピアノ）デュオ・コンサート
■とき　６月23日㈯午後１時30分開場／２時開演　■会場　小ホール（全席指
定）　■前売　一般2,500円、ペア券4,500円（いずれも当日500円増）　※ ４
公演セット券8,000円は６月23日㈯まで　■予定曲　ベートーヴェン：ヴァイ
オリン・ソナタ第５番ヘ長調作品24「春」、ヴァイオリン・ソナタ第７番ハ短調
作品30の２、ラヴェル：ツィガーヌほか　（【第２回】水谷川優子＆山宮るり子
チェロ＆ハープデュオ・コンサート／９月8日㈯、【第
３回】木越洋＆田中正也「チェロとピアノ 極上の昼下
がり」／ 9月22日㈯、【第４回】住谷美帆サクソフォン・
リサイタル／ 12月8日㈯）

大阪府立淀川工科高等学校吹奏楽部

正戸里佳東京大衆歌謡楽団

広告掲載に関する問い合わせは合同会社 IM総合企画☎072－242－7997

大阪狭山市
子育て情報
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