
03 広報おおさかさやま 2017.7

第９回　夏休み子どもカルチャー市場
とき　21日㈮午後０時30分～４時（整理券配布は午後０
時～１時）　ところ　SAYAKA ホール・コンベンション
ホール　内容　お琴、茶道、生け花、三味線と鳴り物、習字、
絵画などの体験や、布マスク、マスク入れ、アートペン
立て、ブローチなどの作品づくり（持ち帰り用整理券は１
人２点まで）　参加費　1,000円（作品は持ち帰り可）　定
員　各分野30人程度（先着順）　申し込み・問い合わせ 
１日㈯～15日㈯に電話で大阪狭山市文化協会（寺田☎366
－8339）

夏休み子どもクラフト
～石けんにデコパージュしてみよう～

とき　21日㈮午後１時30分～３時　ところ　市役所南
館・講堂　対象　４歳以上（未就学児は保護者同伴）　内容 
紙を切り貼りして自分の好きなデザインの石けんづく
り　 参 加 費　350円（材 料 費）　 定 員　10人（先 着 順） 
申し込み　１日㈯から催し名と住所・名前・ふりがな・年
齢・電話番号を電話できらっとぴあ（男女共同参画推進セ
ンター）。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

ふれあいボウリング大会
とき　23日㈰午後２時から（集合は午後１時30分）　とこ
ろ　ラウンドワン泉北店（堺市南区原山台／泉北高速鉄道

「栂・美木多駅」下車）　参加費　１人２ゲーム700円（靴代
含む）　※ゲームに参加せず、見学し靴のみ使用する場合
は370円　定員　20チーム（１チーム子ども４人、大人１
人まで参加可。多数の場合は抽選）　申し込み　15日㈯
までに、チーム代表者の住所・名前・電話番号・ファクシミ
リ番号を、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☎
090－3168－2867）

わくわくイベント　ストーンアートづくり＆宝探し 
　　　 　　　　　～石のひみつをさぐれ！～
とき　８月11日㈷午後１時30分～３時30分　ところ 
狭山池博物館・ホール　対象　小学生以下　※小学３年
生以下は保護者同伴　内容　石に絵を描いた後、ピンセッ
トでキラキラ光る石（黄

おうてっこう
鉄鉱）の宝探し　参加費　100円

（材料費）　定員　30人（多数の場合は抽選）　申し込み 
往復はがきに住所・名前・学校名・学年・電話番号を書いて、
〒589－0007池尻中二丁目狭山池博物館「わくわくイベ
ントストーンアートづくり係」。19日㈬消印有効　※ １
通につき３人まで
問い合わせ　狭山池博物館

クール＆パワースポット
　～滝畑ダム探検～

　滝畑ダム（河内長野市滝畑）で、普段は入ることのできな
い管理用通路「監査廊」の探検や「磨

ま が い ぶ つ

崖仏」を見学できます。
とき　21日㈮・29日㈯・30日㈰・８月５日㈯・６日㈰・10
日㈭・19日㈯・20日㈰・22日㈫・24日㈭いずれも午後０時30
分～２時　定員　各回25人（先着順）　申し込み　10日㈪
から希望日の一週間前までに、代表者の住所・名前・電話
番号・参加人数を電子メール（minami-no-mi-g12@gbox.
pref.osaka.lg.jp）、またはファクシミリ（FAX0721－62－
3672）で大阪府南河内農と緑の総合事務所滝畑ダム分室 
問い合わせ　大阪府南河内農と緑の総合事務所滝畑ダム
分室（☎0721－62－3672）

夏休みイベント情報

 を  遊ぼう！　学ぼう！！

キッズボールスクール
～苦手を好きに！好きを得意に！～

とき　８月３日㈭・10日㈭・17日㈭いずれも①午前10時
30分～午後０時、②午後０時30分～２時　ところ　総
合体育館・メインアリーナ　対象　①小学１・２年生、②
小学３・４年生　内容　ボールを投げるなどの基礎を遊び
ながら習得　参加費　2,000円（保険料含む）　定員　い
ずれも40人（先着順）　持ちもの　上靴、飲みもの、動き
やすい服装　申し込み　１日㈯～15日㈯に住所・名前・ふ
りがな・学年・性別・電話番号・保護者の名前を書いて、ファ
クシミリで NPO 法人大阪狭山スポーツクラブ（安藤FAX
365－3774)、電子メール（info@osakasayamasc.com）
も可　
問い合わせ　NPO 法人大阪狭山スポーツクラブ（安藤☎
365－3774)
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市立プール無料開放
とき　28日㈮～８月23日㈬いずれも午前10時～午後０
時、午後１～４時（午後０時～１時は休み）　※各種団体
の専用利用日や、プール水泳教室などの期間は一般利用が
できません。詳しくは電話または市ホームページで確認
してください　ところ　市立東プール（東小学校内）、市
立西プール（西小学校内）　※各プールとも駐車場はあり
ません。周辺道路は駐車禁止です　対象　市内に居住・通
勤・通学する人　※小学２年生以下は保護者、小学３～４
年生は中学生以上の同伴が必要　※現金・貴重品は持ち込
まないでください

【親子開放デー】
　子どもと保護者同伴の利用者向けに、プールの水位を
約20㎝下げます。
とき・ところ　８月３日㈭・４日㈮／市立西プール、８月
22日㈫・23日㈬／市立東プール　対象　市内に居住・通勤・
通学する子どもと保護者
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

プール水泳教室
とき　８月６日㈰～９日㈬いずれも午前10時～11時30
分　ところ　市立東プール　対象　市内に住んでいる小
学１～４年生　参加費　100円（保険料）　定員　30人

（先着順）　申し込み　21日㈮午前９時から総合体育館で
配布する申込用紙に必要事項を書いて、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

夏休みふれあい親子クッキング教室
とき　27日㈭午前９時45分～午後１時　ところ　保健セ
ンター・調理室　対象　市内に住んでいる小学生と保護者
参加費　300円（材料費、保険料）　定員　15組（先着順）
持ちもの　エプロン、三角巾、おはし、水筒、布巾　申
し込み　３日㈪～９日㈰に、住所・名前・ふりがな・年齢・
電話番号をファクシミリ（FAX365－5898）で大阪狭山市食
生活改善推進協議会
問い合わせ　大阪狭山市食生活改善推進協議会（石橋☎
365－5898）

夏休み　としょかん　お手伝い隊
とき　21日㈮～８月27日㈰いずれも午前９時30分～10
時　ところ　図書館・児童室　対象　小・中学生　内容 
図書館の本の整理など。参加ごとにお手伝いカードにス
タンプを１つ押します　申し込み　不要　※当日、図書
館児童室カウンター前に集合
問い合わせ　図書館

本の装備体験！
とき　29日㈯午後２時～３時30分　ところ　図書館・お
はなしの部屋　内容　持ってきた本に透明フィルムでカ
バーをかける　参加費　無料　持ちもの　装備したい本

（３冊まで）、はさみ、タオル　定員　６人（先着順）　申
し込み　10日㈪午前９時から電話で図書館、直接も可
問い合わせ　図書館

市民ふれあいの里　英語デイキャンプ
　　　　　　　　　～英語で世界とお友達～
とき　８月７日㈪午前９時30分～午後４時　※雨天・曇
天の場合は午前７時に中止の電話連絡あり　ところ　市
民ふれあいの里※現地集合・解散　対象・定員　小学４
～６年生／40人（先着順）　内容　英語の絵本を読んだり
歌を歌う　参加費　3,000円（保険料、昼食代）　申し込
み・問い合わせ　１日㈯から、住所・名前・ふりがな・学校
名・学年・年齢・電話番号・保護者の名前を電話またはファ
クシミリで大阪狭山小学校英語活動支援の会（石井☎・
FAX367－5182）。電子メール （fwis8431@mb.infoweb.
ne.jp）も可

めざせ ! 分類マスター
　本を読んで、図書館でもらえるスタンプカードにスタ
ンプを押してもらおう。本のジャンルごとにスタンプを
集めて、いっぱいになるとキャラクターカードがもらえ
ます。キャラクターカードは全部で10種類。全部ゲット
で分類マスターだ！
とき　１日㈯～８月30日㈬　ところ　図書館・カウン
ター　対象　３歳～中学生　参加費　無料　
問い合わせ　図書館

キッズサマースクール
～色んなスポーツを体験しよう～

とき・内容　24日㈪／テニス、31日㈪ / サッカー、８
月７日㈪／かけっこ、21日㈪／トランポリン（全４回）、
いずれも①午前９時15分～10時15分、②午前10時30
分～11時30分　ところ　総合体育館・メインアリーナ 
対象　①４～５歳児、②小学１～２年生　参加費　2,000
円（保険料含む）　定員　いずれも30人（先着順）　持ちも
の　上靴、飲みもの、動きやすい服装、靴下（トランポリ
ンのみ）　申し込み　１日㈯～８日㈯に、住所・名前・ふり
がな・学年・性別・電話番号・保護者の名前をファクシミリ
で NPO 法人大阪狭山スポーツクラブ（安藤FAX365-3774)。
電子メール（info@osakasayamasc.com）も可
問い合わせ　NPO 法人大阪狭山スポーツクラブ（安藤☎
365-3774)



�万華鏡の世界
とき　８月８日㈫午前10時～午後０時　対象 小学１～
３年生　内容　万華鏡づくり　参加費　200円　定員 
15人

　大阪狭山市の色々なお店の協力を得て、公民館で実施す
る子どもたちのためのまちゼミです !!
　詳しくは問い合わせてください。
とき　８月９日㈬　午前10時～午後５時　内容　ジェラー
トづくり、ダンスなど全12講座
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平成29年度夏季特別企画展
～ホネの動物ランド　ホネがわかる　ホネでわかる～

　ほ乳類、鳥類などの骨格標本や剥
はくせい

製を通じて、脊
せきつい

椎動物
の体のつくりや姿かたちの多様性を紹介します。また、大
阪府亀井遺跡出土のイヌ雌

し ゆ う
雄全身骨格や 復元された弥生時

代の犬（愛称は海
か い と

渡）も展示します。
とき　27日㈭～８月27日㈰　ところ　狭山池博物館・特別
展示室　参加費　無料　

【ワークショップ「弥生博がやってくる！」】　
とき　８月６日㈰①午前10 時～午後３時、②午前11時～
11時30分、③午後２時～２時30分　ところ　狭山池博物
館・ホール　内容　①土器・銅鐸パズル、考古楽カードであ
そぼう！、②③弥生博のカイトとリュウさんと一緒に考古
楽カードバトル！　参加費　無料　※小学３年生以下は保
護者同伴

【ワークショップ「みて！さわって！ホネのふしぎ」】
とき　８月10日㈭・19日㈯いずれも午後２時～４時　とこ
ろ　狭山池博物館・ホール　内容　本物のホネに触れてみ
よう！　参加費　無料　※小学３年生以下は保護者同伴

【講座＆ワークショップ「みんなでホネホネたんけんた
い！」】
とき　８月26日㈯①午後１時30分～２時、②午後２
時～４時　ところ　狭山池博物館・ホール　内容　①
ホネホネ団団長がやってくる。ホネのおもしろいハナ
シ、②ホネのおめんづくり　講師　西澤真樹子さん／大
阪市立自然史博物館外来研究員　参加費　無料　定員 
70人（先着順）　 ※小学３年生以下は保護者同伴
問い合わせ　狭山池博物館

夏休みイベント情報

�マーブリングを楽しもう！
とき　８月３日㈭①午前９時30分～10時30分、②午前
11時～午後０時　対象　①小学１～３年生、②小学４
～６年生　講師　小川幸紅さん／大阪狭山美術協会会長 
参加費　いずれも200円　定員　いずれも15人

ところ　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。郵送の場合は、はがきに参
加を希望する講座名（開催日が複数の場合は、参加希望
日の番号も）・郵便番号・住所・参加者の名前・性別・電話
番号・ファクシミリ番号・学校名・学年（年齢）・性別・保護
者の名前を書いて、〒589－0021今熊一丁目106市立
公民館（１通につき１人）。ファクシミリ (FAX366－0081)
も可。10日㈪必着（「キッズまちゼミ in 公民館」は20日
㈭必着）。市内に居住・通学する人を優先、多数の場合は
抽選　※電話での申し込みはできません
問い合わせ　市立公民館

とき　８月６日㈰午後６時45分～８時45分　対象　４歳以
上（小学生以下は保護者同伴）　内容　プラネタリウムでの
星空解説と天体望遠鏡での観望会　※雨天、曇天の場合は
天文工作　講師　中島健次さん／那須香大阪天文台長　参
加費　200円　定員　59人

とき　①８月４日㈮午前９時30分～11時、②午後２時～
３時30分、③８月５日㈯午前９時30分～11時、④午後２
時～３時30分　対象　小学４年生～中学３年生　内容・講
師　①エネルギーをつくりだす 電池四兄弟（太陽・二次・燃
料・熱電）／津久井茂樹さん、②海中ロボットが見守る海の
健康／有馬正和さん、③顕微鏡で見るミクロの世界～色彩
と結晶～／成澤雅紀さん、④リニアの世界・超伝導・磁石の
不思議／野口悟さん　参加費　いずれも200円　定員　①
③④25人、②30人

★夏休み学習会２０１７
はこれで決まり！�ミニチュアバス路線地図をつくろう !

と き　21日 ㈮ 午 後 １ 時30分 ～ ４ 時　 対 象　 小 学 ３
～６年生　内容　つくった地図にあなたの考えるま
ちを描きます　講師　笹岡孝充さん／鉄道模型を主
体とするサブカルチャークラブ大阪狭山　参加費 
100円　定員　10人

�かんたんおやつをつくろう
とき　①24日㈪、②25日㈫いずれも午後１時～４時 
対象　①５歳児～小学２年生、②小学３～６年生　内容 
火を使わない簡単なおやつづくり　参加費　いずれも200
円　定員　①12人、②20人

�プラネタリウムと天文工作
とき　25日㈫午前10時～午後０時　対象　小学１～３年
生　内容　プラネタリウム室で星空解説と飛び出す紙コッ
プロケットづくり（プラネタリウム観覧はありません）　参
加費　50円　定員　16人

� eco レンジャーになろう！
とき　26日㈬午前９時30分～午後０時　対象　小学生内
容　地球温暖化防止 eco ゲームを楽しんだあと空気で動
くおもちゃづくり　講師　環境学習支援倶楽部　参加費 
100円　定員　30人

�カプラを積み重ねよう！
とき　26日㈬午後１時30分～４時　対象　小学生　内容
積み木を重ねていろんなモノをつくる　講師　環境学習支
援倶楽部　参加費　100円　定員　16人

�やってみよう！スポーツチャンバラ
とき　27日㈭午前10時～午後０時　対象　小・中学生 
内容　チャンバラ体験　講師　浅川初枝さん／ＮＰＯ法人
レクレクラブ　参加費　100円　定員　20人

�みらいはばたきっず「妖
ようかい

怪ハットをつくろう !!」
とき　28日㈮午前10時～午後３時30分　対象　小学３～
６年生　内容　さやまの地名から想像してそこに住んでい
る妖怪の帽子をつくる　講師　岩田直樹さん／アトリエ・カ
プリス　参加費　300円　定員　20人

�さやま音頭とかんたん夏の工作
とき　８月２日㈬午前10時～午後０時　対象　５歳～中学
生（未就学児は保護者同伴。小学生以上の保護者の参加も
可）　講師　大阪狭山市文化協会舞踊部　参加費　100円　
定員　30人

�カラーアナライザーをつくろう !
とき　27日㈭午後１時30分～４時　対象　小学生　内容
光と色を楽しむ科学工作　講師　環境学習支援倶楽部　参
加費　100円　定員　30人

親と子のふれあい自然学習会　～水生生物の観察～
とき　８月３日㈭午前10時～午後０時　※雨天・河川増
水時は中止（わかりにくい場合は、当日午前７時30分～８
時に電話で生活環境グループ）　ところ　石川・河内長野市
滝畑出合橋付近（南海高野線「河内長野駅」から午前８時45
分より臨時バスが順次出発。帰りは午後２時滝畑ダム発） 
対象　市内に住んでいる中学生以下の子どもと保護者（１
グループにつき１人以上）　参加費　無料　持ちもの　筆
記用具、弁当、着替え（水着）、雨具など　申し込み・問い
合わせ　28日㈮までに電話で市役所生活環境グループ

読書感想文講座
とき　15日㈯①午後１時30分～２時15分、②午後２時30
分～３時15分　ところ　公民館・多目的室　対象　①小学
１～３年生、②小学４～６年生　参加費　無料　定員　い
ずれも20人（先着順）　申し込み　２日㈰午前９時から電話
または図書館カウンターへ直接
問い合わせ　図書館

わくわくイベント　
～日光カメラを手づくりしよう！～

　日光カメラを手づくりして、光に反応する特別な紙を使
い写真を撮ります。
とき　８月27日㈰午後１時30分～４時　※雨天・曇天の
場合は制作のみ　ところ　狭山池博物館・ホール　対象 
小学生以下　※小学３年生以下は保護者同伴　参加費 
100円（材料費）　定員　30人（多数の場合は抽選）　申し込
み　往復はがきに住所・名前・学校名・学年・電話番号を書い
て、〒589－0007池尻中二丁目狭山池博物館「わくわくイ
ベント日光カメラを手づくりしよう！係」。22日㈯消印有
効　※１通につき３人まで
問い合わせ　狭山池博物館

第22回　献血おもしろゼミナール
　血液・輸血に関する話やクイズ、大阪府赤十字血液セン
ターの見学など参加形式の見学会です。
とき　28日㈮・31日㈪・８月２日㈬・４日㈮いずれも①午前
10時～午後０時、②午後２時～４時　ところ　大阪府赤十
字血液センター（大阪市城東区森之宮／地下鉄中央線「森之
宮駅」下車）　対象　小学生と保護者　参加費　無料　定員
各回60人（先着順）　申し込み　11日㈫～14日㈮に希望日
時・名前・学年・生年月日・電話番号・保護者の名前、続柄を
電話（　　0120－688－676）
問い合わせ　大阪府赤十字献血センター推進課（☎06－
6962－7654）

★みらいはばたきっず「キッズまちゼミ in 公民館」

★みらいはばたきっず「かがく実験で未来のノーベルかがく賞！」

★天体観望会「夏の星座と土星」
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