
※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
ためしてレクスポ♪（スポーツ
チャンバラ）
とき　29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　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。19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

バドミントン連盟杯大会
とき　９月10日㈰午前９時～午後５時30分
ところ　総合体育館　競技種目　団体戦女
子２部（１チーム６～７人）、混合１部 ･ ２部

（１チーム男女それぞれ３～４人）　参加費	
一般6,000円、高校生のみのチーム 3,000円 
申し込み　総合体育館で配布する申込用紙
に必要事項を書いて、〒589－0004東池尻
一丁目2147－１－１－719酒井正博へ郵送。
ファクシミリ（FAX366－0959）も可。９月２
日㈯必着
問い合わせ　バドミントン連盟（酒井☎366
－0959)

市民テニス教室
とき　９月４日㈪・11日㈪・20日㈬・25日
㈪・10月２日㈪・11日㈬・16日㈪・23日㈪
いずれも午前９時15分～ 10時45分（予備
日は 10月30日㈪・11月６日㈪。全８回） 
ところ　山本テニスコート　対象　初心者・
初級者で市内に居住・通勤する人　参加費	
5,000円（保険料含む）　定員　12人（先着
順）　申し込み・問い合わせ　15日㈫までに、

住所・名前（ふりがな）・年齢・性別・電話番号
を電子メール（1125n-ta@iris.eonet.ne.jp）
でテニス連盟教室担当（飯塚☎090－8367－
7267）

ライフ・チャレンジ・ザ・ファミ
リースポーツ
とき　９月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・通勤する保護者と子ども　定員	
120人（先着順）　参加費　100円（３歳以
下）、200円（４ ～ ５ 歳）、300円（小 学 生）、
400円（中学生以上）　申し込み　28日㈪～
９月８日㈮に総合体育館へ直接 
問い合わせ　スポーツ推進委員会事務局（社
会教育・スポーツ振興グループ内）

市民体育大会（市長杯）
【テニス大会】
とき・種目　９月３日㈰／一般男子ダブルス

（ＡＢ級、ＣＤ級）、10日㈰／女子ダブルス（Ｃ
Ｄ級）、17日㈰／グランドベテラン・女子ダ
ブルス（ＡＢ級）、18日㈷／混合ダブルス（Ａ
Ｂ級、ＣＤ級）、いずれも午前９時から（集合
は午前８時45分）　※予備日は９月23日㈷・
10月１日㈰　試合方法　トーナメントまた
はリーグ戦形式　ところ　山本テニスコー
ト　参加資格　テニス連盟会員（当日登録
可）、一般の部は中学生以上、グランドベテ
ランの部は 60歳以上　参加費　1人1,500
円（中学生・高校生は 800円、当日会員登録
する人は 500円別途必要）　申し込み　３日
㈭～ 15日㈫に、参加種目・住所・名前（ふり
がな）・年齢・性別・電話番号・所属・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　※多数の場合は先着順
問い合わせ　テニス連盟事務局（☎367ー
4547）
【剣道大会】
とき　９月24日㈰午後１時（午後０時集合） 
ところ　池尻体育館　対象　市内に居住・通
勤・通学する人、または少年剣道会会員　種
目　小学生低学年の部（１・２年生）、小学生
中学年の部（３・４年生）、小学生高学年の部

（５・６年生）、中学生の部、高校生の部、一
般５段以下の部　参加費　1,000円、高校

生以下500円　申し込み　はがきに試合種
目・郵便番号・住所・名前・学年・電話番号を
書いて、〒589－0005狭山四丁目2452－
1－308磯野雅章。ファクシミリ（FAX366－
1802）も可。31日㈭必着
問い合わせ　狭山北剣友会（磯野☎366－
1802）
【軟式野球大会】
とき　10～ 12月の毎週日曜日　ところ　野
球場　参加資格　市内に居住・通勤・通学す
る人で構成する、同一のユニフォームを着
用しているチーム　参加費　１万5,000円　
申し込み・問い合わせ　25日㈮までに電話で
軟式野球連盟☎368－6411

キレイに歩くためのウォーキング
講座
とき・対象　19日㈯午後１時30分～３時 
ところ　ふれあいスポーツ広場　内容　普
段の姿勢を正して若々しく綺麗に歩くため
の靴の履き方、歩き方　参加費　1,000円（保
険料含む）　定員　20人（先着順）　申し込み	
18日㈮までに、名前・生年月日・性別・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（安藤
☎365－3774）

講 座
公民館からのお知らせ
【①参加しやすい場（会議）をつくる術を学ぼ
う】
とき　９月９日㈯・30日㈯いずれも午後１
時～４時　ところ　市立公民館　内容　市
民活動などで役立つミーティングファシリ
テーションを学ぶ　講師　青木将幸さん／青
木将幸ファシリテーション事務所　参加費	
1,800円（参考著書代1,080円含む）　定員	
20人（多数の場合は抽選）　
【②初心者パソコン講座（タブレットPC）】
とき　９月10日㈰午後６時～８時30分 
ところ　社会教育センター・会議室１　対象 
市内に居住・通学・通勤する 18歳以上の人 
内容　タブレットパソコンの基本的な操作、

インターネットやアプリの活用　参加費	
700円　定員　10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で配布する「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・郵便番号・住所・名
前（ふりがな）・年齢・性別・電話番号・ファク
シミリ番号を書いて、〒589ー 0021今熊一
丁目106市立公民館。ファクシミリ(FAX366ー
0081)、ホームページからも可。①は20日㈰、
②は 21日㈪必着　※いずれも電話での申し
込みはできません
問い合わせ　①②市立公民館、②社会教育
センター

発達障がいや二次的症状の理解
と対応
　失敗体験やひきこもりから未来に向けて、
私たちができることを学びませんか。
とき　20日㈰午後２時～５時　ところ　市
役所南館・講堂　対象　テーマに関心のある
人　講師　伊丹昌一さん／梅花女子大学心理
こども学部心理学科教授　定員　50人 ( 先着
順）　申し込み・問い合わせ　講座名と住所・
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）も可

夏のボランティアジュニアスクール
　福祉センターを探検しながら、ボランティ
アを体験しよう。
とき　19日㈯午前10時～午後４時　ところ	
さやま荘・さつき荘　対象　小学３年生～中
学生　参加費　500円（昼食代）　定員　30
人（多数の場合は抽選）　申し込み　はがきに

「夏の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）・電話番号・学校
名・学年を書いて、〒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。10日㈭必着
問い合わせ　ボランティアセンター☎367ー
6601

ひきこもり学習会
とき　30日㈬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、千早赤阪村に居住・通勤する人　内容	
ひきこもりの背景と家族の関わり方　講師	
漆葉成彦さん／精神科医　参加費　無料 
定員　50人（先着順）　申し込み・問い合わせ	
23日㈬までに電話で富田林保健所地域保健
課（☎0721ー 23ー 2684）

お家を cafe に！日本茶（煎茶）の
講座
とき　９月３日㈰午後２時～３時　ところ 
社会教育センター・会議室　対象　18歳以上
の人　講師　近藤純子さん／日本茶インス
トラクターリーダー　参加費　500円　定
員　10人（多数の場合は抽選）　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、18日㈮までに各
窓口へ直接。ファクシミリ (FAX368ー 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

学 校
中学校卒業程度認定試験
　病気などやむを得ない理由で、就学の義務
を先に延ばしたり、果たさなくてもよいと
許可された人に、中学校卒業程度の学力が
あるかどうかを認定する試験が行われます。
合格者は高等学校の入学試験を受けること
ができます。詳しくは、問い合わせてくだ
さい。
問い合わせ　学校教育グループ

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　25日㈮～９月8日㈮（土・日曜
日を除く）
問い合わせ　堺市立殿馬場中学校夜間学
級☎221－0755

※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
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ける時間を提供　参加費　200円　定員　４組
（多数の場合は抽選）　申し込み　①18日㈮ま
で、②10月６日㈮までに電話で花梨つばさ保
育園　《園であそぼう》９月８日㈮午前10時～ 
11時（雨天中止）　対象　就学前の子どもと保
護者　持ちもの　帽子、着替えなど

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　24日㈭午前10時～ 11時　ところ	
池尻保育園　内容　プール遊び　持ちもの	
水着（あれば水泳帽）、タオル、飲みもの　※
保護者はプールに足をつけられる服装　申
し込み　18日㈮までに電話で池尻保育園
【わんぱく教室】
《はいはいクラス》９月13日㈬・10月27日
㈮・11月15日㈬・12月25日㈪いずれも午
前10時～ 11時（全４回）　対象　平成28年
８月１日～ 11月30日生まれの子ども　と
ころ　池尻保育園・わんぱく教室　参加費	
1,000円（保険料、おやつ代など）　定員	
10組程度（多数の場合は抽選）　申し込み・問
い合わせ　25日㈮までに電話で池尻保育園

おやこのふれあいサークル「わ」
とき　９月７日～ 10月19日の毎週木曜日、
い ず れ も 午 前10時 ～ 11時30分（全7回） 
ところ　総合体育館　対象　市内に住んで
いる平成23年４月２日～平成27年４月１日
生まれの子どもと保護者　※いずれも妊娠
中の人の参加や対象外の子どもの同伴はで
きません　内容　トランポリン、マット運動、
ミニ運動会　参加費　3,000円（保険料含む） 
定員　15組（先着順）　申し込み　17日㈭～
25日㈮に総合体育館で配布する募集要項を
確認し、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

スマイル bébé
とき　９月７日㈭・21日㈭・10月12日㈭・26
日㈭いずれも午前10時～ 11時（受付は午前
９時45分）　ところ　大野台こども園、つぼ
みこども園　対象　平成28年４月～８月生
まれの子どもと保護者　定員　いずれも５組

（多数の場合は抽選）　申し込み　31日㈭ま

募集人数　若干名　対象　市内に住んでい
て、子どもの保育について知識と経験を持っ
ている人　申し込み　18日㈮までにぽっぽ
えんへ直接　《研修》とき　９月５日㈫午前
10時～ 11時45分　ところ　市立公民館・会
議室１　内容　訪問事業の目的と概要、子育
て家庭の実態、支援の方法など
問い合わせ　ぽっぽえん

子 育 て

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ
【ミュージックベルコンサート】
とき　５日㈯午前11時～ 11時30分　とこ
ろ　研修室１
【水あそび】
とき　２日㈬・４日㈮・７日㈪・10日㈭・18日
㈮・21日㈪いずれも午前10時30分～ 11時
30分　持ちもの　水着、水遊び用紙パンツ、
着替え、帽子、タオル、飲みもの
【①年齢別交流会いちごクラブ追加募集】
とき　９月８日～ 10月６日の毎週金曜日い
ずれも午前10時～ 11時30分（全５回）　対
象　平成27年４月２日～平成28年４月１日
生まれの子ども　参加費　400円（全５回分） 
※保育が必要な場合は一人につき 200円が
別途必要（５回分）　定員　７組（多数の場合
は抽選）
【②子育て講座「親子で楽しく体験しよう」】
とき・内容　９月２日㈯／おりがみ、16日㈯
／クラフト、30日㈯／クッキング　いずれも
午前10時～ 11時　ところ　研修室１　対象	
２歳～就学前の子どもと保護者　参加費	
一人100円　定員　20組（多数の場合は抽選）
【③ノーバディーズパーフェクトプログラム】
とき　９月14日～ 11月２日の毎週木曜日
いずれも午前10時～午後０時（全８回）　※
事前説明会は 24日㈭　ところ　研修室２ 
内容　子育てについてのグループワーク 
対象　就学前の子どもがいる保護者　定員	
12人（多数の場合は抽選）　参加費　無料（保
育が必要な場合は、一人につき 600円程度
が必要）
【④親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがき
た”】
とき　９月８日㈮・15日㈮・22日㈮・29日

㈮いずれも午前10時～午後０時（全４回） 
ところ　市立コミュニティセンター・和室 
対象　市内に住んでいる平成29年４月２日
～６月30日生まれの子ども（第一子）と母親 
内容　初めての子育てについてのグループ
ワーク　定員　20人（多数の場合は抽選）　
申し込み　①④往復はがきに催し名・郵便番
号・住所・電話番号・参加する子どもと保護者
の名前（ふりがな）・子どもの生年月日・参加
理由を書いて、②③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、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、〒589ー
0022西山台三丁目２ー１ぽっぽえん、いず
れも直接も可（①④ははがきを持参）。①10
日㈭消印有効、②③15日㈫必着、④９月１
日㈮消印有効
問い合わせ　ぽっぽえん

認定こども園・保育園の行事
●市立こども園／☎366－0080

《おはなし会》９月13日㈬午前10時～ 10時
30分　対象　２歳児と保護者　《お楽しみ
会》９月15日㈮午前10時～ 10時30分　対象 
０～３歳児と保護者　《園庭開放・身体計測》
月～金曜日いずれも午前10時～午後０時、午
後２時～４時　※いずれも申し込み不要
●大野台こども園／☎366－8957

《プール開放》23日㈬午前10時～午後０時
（雨天中止）　対象　乳幼児と保護者　申し込
み　電話で大野台こども園　《園庭開放》月～
土曜日いずれも午前10時～午後０時（雨天中
止）　※８月の園庭開放はありません
●つぼみこども園／☎367－3344

《園庭開放》毎週土曜日午前10時～午後０時 
※９月30日㈯は除く。８月の園庭開放はあ
りません。９月16日㈯午前10時～ 10時15
分は絵本の読み聞かせをします　対象　乳
幼児と保護者　《プール開放》23日㈬午前10
時～ 11時（雨天中止）　対象　平成23年４
月～平成27年３月生まれのこどもと保護者 
申し込み　電話でつぼみこども園　《運動会》
９月30日㈯午前９時～午後０時（雨天の場合
は 10月１日㈰）　ところ　第七小学校・校庭
●花梨つばさ保育園／☎366－0283

《子育てカフェ》①９月１日㈮・②10月20日㈮
午前10時～11時　対象　就学前の子どもと保
護者　内容　子どもを預かり、保護者に一息つ

でに、「スマイルbébé参加希望」と、郵便番号・
住所・参加する子どもの名前（ふりがな）・生年
月日・性別・保護者の名前・電話番号（あれば
ファクシミリ番号）を、ファクシミリで大野
台こども園（FAX368－2395）またはつぼみこ
ども園（FAX367－3544）。電話も可
問い合わせ　大野台こども園☎366－8957
またはつぼみこども園☎367－3344

あそびましょ・つぼみキッズ
　親子で体験入園してみませんか。２日目
は園児と給食を食べます。
とき　【10月コース】①12日㈭・②26日㈭、

【11月コース】①９日㈭・②30日㈭、【12月
コース】①７日㈭・14日㈭　いずれも①午前
10時～ 11時、②午前10時～午後０時　と
ころ・内容　大野台こども園／「あそびま
しょ」、つぼみこども園／「つぼみキッズ」 
対象・定員　市内に住んでいる平成26年４月
～平成27年３月生まれの子どもと保護者／
いずれも３組、平成27年４月～平成28年３
月生まれの子どもと保護者／いずれも３組

（いずれも多数の場合は抽選）　※抽選結果
はファクシミリまたは電話で通知　参加費	
300円（初回のみ。保険料、給食代）　申し込
み　「あそびましょ」希望者は、はがきに「あ

そびましょ参加希望（第１～第３希望月）」と、
郵便番号・住所・参加する子どもの名前（ふり
がな）・生年月日・性別・保護者の名前・電話番
号（あればファクシミリ番号）を書いて、
〒589－0023大野台五丁目7－2大野台こど
も園。ファクシミリ（FAX368－2395）も可。「つ
ぼみキッズ」希望者は、はがきに「つぼみキッ
ズ参加希望（第１～３希望月）」と、郵便番号・
住所・参加する子どもの名前（ふりがな）・生
年月日・性別・保護者の名前・電話番号（あれ
ばファクシミリ番号）を書いて、〒589－
0012東茱 木三丁目2283－１つぼみこど
も園。ファクシミリ（FAX367－3544）も可。
いずれも 31日㈭消印有効
問い合わせ　大野台こども園☎366－8957
またはつぼみこども園☎367－3344

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、子
育てほっとさろん「さつき」を開設しています。
とき　①２日㈬・②16日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※②は夏祭り　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　

募 集
心の輪を広げる体験作文・障がい
者週間のポスター
　障がいのある人とない人との心のふれあ
いの体験を書いた作文や、障がい者への理
解を促進するポスターを募集します。入選
者には、賞状などを贈呈します。
対象　作文／小学生以上の人、ポスター／小・
中学生　規格　作文／400字詰め原稿用紙で
小・中学生は２～４枚、高校生・一般は４～
６枚（点字や電子メールでの応募も可）、ポス
ター／ B3画用紙または四つ切りサイズ画用
紙（縦長のみ）　申し込み　〒540－8570大
阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課
権利擁護グループへ郵送または直接。９月
６日㈬消印有効　※詳しくは、大阪府ホー
ムページ（http://www.pref.osaka.lg.jp/keik 
akusuishin/syougai-info/h29sakubunposu 
ta.html）を確認してください
問い合わせ　大阪府福祉部障がい福祉室障
がい福祉企画課権利擁護グループ☎06－
6941－0351

市制施行30周年記念事業「手つな
ぎマルシェ池の駅」出店者
　「まずは狭山池デビュー」をテーマに、10
月29日㈰に狭山池北堤で行われるアート・ク
ラフト市「手つなぎマルシェ池の駅」の出店者
を募集します。出店品目は手づくり品に限
ります。出店希望者は、下記の説明会に参
加してください。
とき　27日㈰午前10時～ 11時30分、28
日㈪午後７時30分～９時　ところ　いずれ
も市役所南館・講堂　※事前予約不要
問い合わせ　池の駅プロジェクトさやま☎
080－6187－0597（受付は午前10時～午
後５時）、電子メール（tetsunagi.marche@
gmail.com）も可

育児支援家庭訪問支援員
　子育て家庭がもつ不安や負担感の軽減の
ため、身近な話し相手として支援してくれ
る人を募集します。ただし研修の受講が必
要です。

【模擬店（スーパーボールすくい・輪投げな
ど）】参加費　100円～200円
【飲食コーナー（たこ焼きなど）】参加費	
100円から
【ふわふわエアドーム（エア遊具）、ちゃぷ
ちゃぷボートひろば、フェイスペインティ
ング、ロボスクーター、ロゼットづくり、
陶器ぬりえ、似顔絵体験、３D塗り絵、モ
デル体験、おえかき缶バッジ・マグカップ】
参加費　100円～ 500円
【芸大パフォーマンスドール、牛乳パック
でつくるキャンディBOX、紙コップでつ
くるおばけ風船、たのしい食育ひろば】参
加費　無料

【家族みんなで楽しめるクラシックコン
サート　音楽のおくりもの】とき　午前10
時30分開場／ 11時開演（公演時間90分） 
ところ　大ホール・全席自由　参加費　1,200
円（小学生以下800円）、親子ペア1,500円
【謎解きダンジョン「海賊・音ひげからの挑
戦状」】ところ　小ホール　参加費　300円
【紙ブーメランを作って遊ぼう！】とき　午
前10時30分、11時30分、午後１時30分、
２時30分　参加費　200円　※要整理券
【バルーンでキリンを作ってみよう！】とき	
午前10時、10時30分、11時、午後０時
30分、１時、１時30分、２時30分、３時、
３時30分　参加費　無料　※要整理券

詳しくは、SAYAKA ホールで配布するチラシをご覧ください。
問い合わせ　SAYAKA ホール

SAYAKAキッズフェスタ2017
19日㈯午前９時30分〜午後４時　SAYAKAホール
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整理券は午前９時30分から配布し、
定員になり次第締め切ります
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2,000円　定員　10人（４人未満の場合は中
止）　申し込み・問い合わせ　電話で市立コ
ミュニティセンター

ほっとさろん
　ペンホルダー付きの手帳カバーをつくり、
おしゃべりを楽しみましょう。
とき　23日㈬・29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　催し名・住所・名前・年齢・電話番
号・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

第６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　23日㈬～９月21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（別途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

ドーン de キラリフェスティバル
　大阪府では、９月を「OSAKA 女性活躍推
進月間」と定め、「ドーンdeキラリフェスティ
バル」を開催します。シンポジウムや女性の
労働に関する悩み相談会、合同企業説明会

催 し
わくわく広場
とき・内容　12日㈯／焼き板工作、26日㈯／
クラフトとゲーム、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

夏休みこども歴史塾 
とき　24日㈭ ・25日㈮午後１時30分～４時 
ところ　狭山池博物館・ホール　対象　小
学４～６年生　内容　講座、アイスの棒で
扇子づくり　参加費　無料　定員　30人

（応募多数の場合は抽選、当選者のみ連絡） 
申し込み　はがきに「夏休みこども歴史塾参
加希望」・住所・名前（ふりがな）・学年・電話
番号を書いて、〒589ー 8501大阪狭山市役
所歴史文化グループ。ファクシミリ (FAX367
－6011)、 電 子 メ ー ル (sayamaike@city.
osakasayama.osaka.jp)、または直接も可。 
※15日㈫午後５時30分必着
問い合わせ　歴史文化グループ

ホネの動物ランド
～ホネがわかる　ホネでわかる～

【弥生博がやってくる！】
とき・内容　６日㈰午前10時～午後３時／土
器・銅鐸パズル、考古楽カード、午前11時～
11時30分、午後２時～２時30分／弥生文化
博物館のカイトとリュウさんと一緒に考古

楽カードバトル
【みて！さわって！ホネのふしぎ】
とき　10日㈭・19日㈯いずれも午後２時～４時
【みんなでホネホネたんけんたい！】
とき　26日㈯①午後１時30分～２時、②
午後２時～４時　内容　①講座「ホネのはな
し」、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 
定員　70人（先着順）
ところ　狭山池博物館・ホール　参加費　無
料　※いずれも小学３年生以下は保護者同伴
問い合わせ　狭山池博物館

ファミリーキャンプ 2017
とき　９月16日㈯午後１時30分～ 17日㈰
午前11時（小雨決行）　ところ　市民ふれあ
いの里　対象　市内に住んでいる３歳～小
学６年生の子どもと保護者　参加費　2,000
円、未就学児1,000円（入場料、保険料、材
料費など）　定員　30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窓
口に直接。または、はがきに「ファミリーキャ
ンプ参加希望」・郵便番号・住所・参加者全員
の名前（ふりがな）・生年月日・学年・電話番号
を書いて、〒589ー 8501大阪狭山市役所社
会教育・スポーツ振興グループ。ファクシミ
リ (FAX367－6011) も可。14日㈪必着　※
はがき１枚につき１家族。
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

初めてのアロマテラピー
とき　27日㈰午後１時～３時　ところ　市
立コミュニティセンター　内容　アロマミ
スト、手ごねアロマソープづくり　参加費	

「ハッピージョブフェア」などを行います。
とき　９月１日㈮午前10時～午後８時、２
日㈯午前10時～午後４時30分　ところ	
ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青
少年センター）（大阪市中央区大手前／地下鉄
谷町線「天満橋駅」下車）　参加費　無料　※
詳しくは、ホームページ（http://www.pref.
osaka.lg.jp/danjo/osaka-jyokatsu-kaigi/
index.html）をご覧ください
問い合わせ　府民お問合せセンター☎06－
6910－8001

科学実験教室
　あべのハルカスや東京スカイツリーは、あ
んなに高いのにどうやってつくっているの？
簡単な実験で楽しく科学の技術を学ぼう。
とき　19日㈯午前10時～ 11時30分　対象	
小学生（小学３年生以下は保護者同伴）　とこ
ろ　市立公民館・多目的室　定員　30人（先
着順）　申し込み・問い合わせ　４日㈮午前９
時から直接または電話で図書館

バードコールづくり
とき　27日㈰午前11時～午後３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）　講師　尾ノ
上貴浩さん／大阪府森林組合　参加費　700
円　持ちもの　汚れてもよい服装　申し込
み・問い合わせ　ラ・フォレスタ☎0721ー
72ー 0090

宮沢賢治・銀河鉄道の世界へ
とき　22日㈫午前10時～10時45分、午後２
時～２時45分　ところ　市立公民館・プラネ
タリウム室　内容　プラネタリウム上映と朗
読　参加費　無料　定員　59人（当日先着順）
問い合わせ　市立公民館

星空とクラシック
とき　28日㈪午後２時～２時45分　とこ
ろ　市立公民館・プラネタリウム室　内容	

　

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）

12 日㈯チケット発売

８月公演の案内

■とき　26日㈯午後1時30分開場／２時開演　■会
場　大会議室（全席自由）　■前売　一般1,000円（当
日200円増）　■出演　桂阿か枝、桂福丸、桂寅之輔

■とき　５日㈯午後６時開場／午後６時30分開
演　■会場　コンベンションホール（全席自由） 
■前売　一般2,000円（当日300円増）　ペア券
3,800円（前売りのみ）　３公演パス券4,500円（前
売りのみ、３公演とも異なる会場で使用してくだ
さい）　※いずれも 1ドリンク付（ソフトドリン
ク）　■予定曲　イン・ザ・ムード、シング・シング・
シング、ムーン
ライトセレナー
デほか　■出演	
SAXOFORCE 
with 堂地誠人

さやかミニ落語会　阿か枝のほのぼの落語会南河内 JAZZ フェスティバル 2017 
ーあなたのまちジャズー
SWING & SMOOTH JAZZ in 大阪狭山

デューク・エイセス　リサイタル

プラネタリウムで星を眺めながらクラシッ
ク音楽を聴く　参加費　無料　定員　59人

（当日先着順）
問い合わせ　市立公民館

図 書

図書館おはなし会
とき　水曜日〈午前11時～ 11時30分〉９日・
23日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉３日・
10日、土曜日〈午後３時～３時30分〉５日・
19日、日曜日〈午後１時30分～２時〉13日・
20日・27日　
【夏のおはなし会】
とき　６日㈰午後１時30分～２時　内容　「ぼ
くのくれよん」、「石うすをのんだ大蛇」
ところ・問い合わせ　図書館

桂阿か枝

デューク・エイセス

■とき　11月19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4,000円（当日500円増）　■
予定曲　慕情、マイ・ウェイ、ドライ・ボー
ンズほか　■会員先行予約　５日㈯～９日
㈬　※会員割引10%、1人4枚まで

〈投影日〉	 ６日㈰・13日㈰・20日㈰・27
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
〈問い合わせ〉　市立公民館

図書館返却ポストが使用できます
図書館からのお知らせ

郵送料は実費です

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

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：31日㈭

金剛駅、大阪狭山市駅に設置
（回収は一日１回)

広告掲載に関する問い合わせはＳＴ綜合広告☎	072－368－1227


