
※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

講 座
きらっと塾「もっと知りたい」
　12月１日は「世界エイズデー」です。HIV
感染について正しい知識を学びましょう。
とき　20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　市内に住んでいる人　参加費　無料 
講師　浮穴正博さん／大阪大谷大学非常勤講
師　定員　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（FAX247－7047）または電子メール

（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

安全安心スクール「応用編 普通救
命講習会」
　いざというときのための知識や技術を習
得して、地域の防災・防犯力を高めることを
目的に実施します。
とき　11日㈯午前９時30分～午後０時30分 
ところ　消防署ニュータウン出張所・研修室 
対象　市内に住んでいる人　内容　応急手当
の重要性、心肺蘇生法、AED の使用方法な
どについての講習　参加費　無料　定員　50
人（先着順）　持ちもの　筆記用具、動きやす
い服装　申し込み・問い合わせ　電話で防災・
防犯推進室または消防本部

災害支援ボランティア養成講座
　災害時に最も重要となる食事をテーマに

「知っていて損しない身近な災害対策と防災
クッキング講座」を開催します。
とき　23日㈷午前10時～午後０時30分　と
ころ　さやま荘　対象　市内に居住・通勤・通
学する人　参加費　無料　定員　30人（先着
順）　申し込み・問い合わせ　電話で社会福祉
協議会

精神障がいに関する啓発落語・講演
とき　12月２日㈯午後３時10分～４時45
分（受付は午後０時30分から、開場は午後
３時から）　ところ　市立公民館・大集会室 

内容　「あきらめないでやってみた～啓発落
語から学ぶ精神障がい～」山下慎一さん／落
語家、村上貴栄さん／精神保健福祉士　※
手話通訳・要約筆記あり　参加費　無料　定
員　100人（当日先着順）
問い合わせ　地域活動支援センターいーず
☎367－3990、FAX367－0033

スポーツ
キッズ＆小学生サッカー体験
とき　21日㈫・28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）

空手体験
とき　２日㈭・９日㈭・16日㈭・23日㈷・30
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　第七小学校・体
育館　対象　①５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　参加希望日の２日前までに、名前（ふり
がな）・年齢・電話番号を電子メール（kensei 
momotaro@yahoo.co.jp）で拳正館空手道
問い合わせ　拳正館空手道代表（村田☎080
－3039－3465）

ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク
とき・集合場所　19日㈰①午前９時、②午
前10時に総合体育館　※いずれも午後２
時解散、小雨決行　コース　①チャレンジ
コース（７㎞）、②ファミリーコース（３㎞） 
※軽食付き　対象　市内に居住・通勤・通学

する人を含む家族、またはグループ（小学生
以下の子どもは家族の同伴が必要）　参加費 
1人100円（保険料）　申し込み　５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

親子のキッズテニス教室
とき　12月23日㈷午前10時～午後０時（集
合は午前９時45分）　ところ　総合体育館 
対象　市内に居住・通園・通学している４歳～
小学４年生の子どもと保護者　参加費　子ど
も１人につき 500円（保険料含む）　※クリ
スマスプレゼントあり　定員　Ａクラス（４
～６歳）／ 15人、Ｂクラス（小学１～４年生）
／ 15人（いずれも先着順）　持ちもの　動き
やすい服装、ラケット（貸し出し可）　申し込
み　３日㈷～ 12月10日㈰に、希望クラスと
住所・名前（ふりがな）・学年（年齢）・電話番号・
性別・学校園名・ラケットの有無・保護者の名
前をファクシミリ（FAX367－4547）または電
子メール（fgsayama@mtj.biglobe.ne.jp）で
テニス連盟事務局
問い合わせ　テニス連盟（北川☎090－7356
－5420）

南大阪駅伝競走大会
とき　２月４日㈰午前９時から　ところ　Ｐ
Ｌ教団敷地内（富田林市新堂／近鉄長野線「富
田林駅」から近鉄バス「PL 本庁前バス停」下
車）　対象　南河内地域に居住・通勤・通学す
る中学生以上の人　種目　中学生・高校生・一
般（男・女・混成）の各部（６区間18.2km）　参
加費　１チーム 5,000円（保険料含む）　申し
込み　24日㈮午後５時までに、総合体育館、

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、参加費
を添え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

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

図 書
図書館リサイクルブックフェア
in 産業まつり
　図書館の除籍本や寄贈図書を有効利用す
るため、産業まつりでリサイクルブックフェ
アを開催します。持ち帰り用の袋が必要です。
とき　25日㈯午前９時30分～午後３時　と
ころ　野球場（雨天の場合は、総合体育館駐
車場）
問い合わせ　図書館

図書館開館40周年記念 北村薫さ
ん講演会
　「鷺と雪」で直木賞を受賞した北村薫さんを
招き、数々の作品の創作秘話などについて
話していただきます。サイン会もあります。
とき　12月10日㈰午後２時～３時30分（開場
は午後１時30分）　ところ　市立公民館・大集
会室　参加費　無料　定員　200人（先着順）
問い合わせ　図書館

図書館おはなし会
とき　水曜日〈午前11時～ 11時30分〉８日・
22日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉２日・
９日・16日、土曜日〈午後３時～３時30分〉４
日・18日、日曜日〈午後１時30分～２時〉12日・
19日・26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（朗読ＣＤ・テープ）を
貸し出しています。小さい文字が読みにく
い人のために大活字本や、やさしい表現で
書かれたＬＬ（エルエル）ブックもあります。
問い合わせ　図書館

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。
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 いじめる子　無視する君も　いじめる子　（平成28年度人権啓発標語から）

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：30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合同会社 IM総合企画☎072－242－7997
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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

狭山池歴史ウォーク
～1400年の古

いにしえ
の時を訪ねて～

とき　12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	
狭山池から見える山々の稜線　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ー
0007池尻中二丁目狭山池博物館。ファクシ
ミリ(FAX367ー8892)、電子メール(sayamaike.
walk@gmail.com)、または直接も可。11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

ほっと・さろん
　フェルトでクリスマスツリーをつくりな
がら、おしゃべりを楽しみましょう。　
とき　15日㈬・21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　300円（材料
費）　定員　いずれも 10人（先着順）　申し込
み・問い合わせ　電話で名前をきらっとぴあ。
ファクシミリ（FAX247－7047）または電子メー
ル（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

わくわく広場
とき・内容　11日㈯／カプラ体験、25日㈯／
どんぐり工作、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　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

催 し
ファミリーウォークＤＥ人権
　家族や友人と、大仙公園をウォーキング
しながら「ことばスタンプ」を集め、人権につ
いて考えてみませんか。参加者は、公園内
にある博物館、日本庭園、サイクルセンター
に無料で入場でき、スタンプを全部集めた
子どもはミニＳＬに乗車できます。また、参
加者全員に参加記念品があります。
とき　12日㈰午前11時～午後３時30分（受
付は午前11時15分～午後３時）　※小雨決
行　ところ　大仙公園・いこいの広場（堺市
堺区百舌鳥夕雲町／ JR 阪和線「百舌鳥駅」下
車）　参加費　無料
問い合わせ　堺人権擁護委員協議会事務局

（大阪法務局堺支局内）☎221－1258

第１回日高川フォレスト祭
　大阪狭山市の友好都市、日高川町で森林に
ついての体験型イベントが開催されます。
とき　12日㈰午前９時～午後４時　ところ 
みやまドーム周辺（和歌山県日高郡日高川町／
JR きのくに線「御坊駅」から南海バス「川原河
バス停」～日高川町コミュニティバス寒川線

「平（愛德荘前）バス停」下車）　内容　チェーン
ソーアート・カービング・ショー、丸太切り競
争、木工教室、クリスマスリースづくり、サ
サユリ植栽、苔

こけだま
玉づくり、紀州備長炭のつか

みどり、カンナけずり華づくり、木のボール
プールや積み木のコーナー、木工品の販売、
新鮮な地元産品・特産品の販売、フリーマー
ケットなど
問い合わせ　日高川町役場美山地域振興課☎
0738－56－0321

まちライブラリー
～「本」を通して「人」と出会う～

とき　12月11日㈪午後２時～４時　ところ 
市立公民館・講習室　内容　「まちライブラ
リー」の取り組みと実践の紹介　講師　Artist 
Tomo／アトリエTomo　参加費　300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。郵便の場合は、はがき
に講座名・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）またはホー
ムページ（http://osakasayama-kouminkan.
jp）からも可。29日㈬必着
問い合わせ　市立公民館

不安症の理解と対応について
とき　30日㈭午後２時～４時　ところ　富
田林保健所・講堂　対象　富田林市、河内長
野市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤
阪村に住んでいる人　講師　稲田泰之さん／
医療法人悠仁会稲田クリニック院長　参加費 
無料　定員　70人（先着順）　申し込み・問い
合わせ　電話で富田林保健所地域保健課精神
保健福祉チーム☎0721－23－2684。ファ
クシミリ（FAX0721－24－7940）も可

わくわくイベント リースづくり
　木の実や小枝などを使ってリースをつく
ります。
とき　12月２日㈯午後２時～３時30分　と
ころ　狭山池博物館・ホール　対象　小学生
以下の子ども　※小学３年生以下は保護者
の同伴が必要　講師　麻植陽子さん／水

み ど り
土里

のインタープリター　参加費　100円　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、
返信面に住所・名前を書いて、〒589－0007
池尻中二丁目狭山池博物館内わくわくイベン
トリースづくり担当。10日㈮消印有効　※
１枚のはがきで３人まで申し込み可
問い合わせ　狭山池博物館

ビブリオカフェ「本の交流会」
とき　19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１冊以上（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

第30回関西矯正展
とき　11日㈯午前10時～午後４時、12日
㈰午前９時～午後３時　ところ　大阪刑務
所内特設会場（堺市堺区田出井町／ JR 阪和線

「堺市駅」下車）　内容　刑務所作業製品販売、
矯正広報パネル展示、所内見学など　入場
料　無料　
問い合わせ　大阪刑務所作業部門☎238－
8269

第15回共に生きる障がい者展
とき　①18日㈯・②19日㈰午前10時～午後
４時　ところ　国際障害者交流センター（堺
市南区茶山台／泉北高速鉄道「泉ケ丘駅」下
車）　内容　①バスケットボール元日本代表
選手率いるチームによる車いすバスケット
ボール対戦、手話パフォーマンス、ダンスな
ど、②大阪府障がい者芸術・文化コンテスト
2017など　※ピアニスト松永貴志さん出演
問い合わせ　府民お問合わせセンターピピッ
とライン☎06－6910－8001、FAX06－6910
－8005

はばたきフェスタ「飛び出す絵本展」
　大人も子どもも楽しめる、しかけ絵本を
展示します。簡単なポップアップカードを
つくるコーナーもあります。
とき　４日㈯・５日㈰いずれも午前10時～午
後４時　ところ　市立公民館・和室　参加費 
無料　定員　ポップアップカード作成／いず
れも 150人（先着順）
問い合わせ　図書館

木工体験「組み立て式のお道具箱」
　南河内のヒノキ材でお道具箱をつくります。
とき　18日㈯午後１時～４時30分　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　林靖介さ

ん／林工房　参加費　3,450円（材料費含む） 
定員　６人（先着順）　持ちもの　軍手、汚れ
てもよい服装　申し込み・問い合わせ　電話
でラ・フォレスタ☎0721－72－0090
　

2017大
おおさかもん

阪産フェア
～み・な・さ・んネット第14回朝市祭～

　各直売所が新鮮な野菜や果物などの農産
物や加工品を販売するほか、大阪産が当た
る抽選会も行います。
とき　18日㈯午前９時～午後２時　※雨天
中止（小雨決行）　ところ　富田林市農業公
園サバーファーム駐車場（富田林市甘南備／
近鉄長野線「富田林駅」から金剛バス「サバー
ファームバス停」下車）
問い合わせ　大阪府南河内農と緑の総合事
務所農の普及課☎0721－25－1131

りらっくすヨガ・オッサンヨガ
とき　①12日㈰・②26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　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㈮いずれも必着　※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

第２回みなみかわち歴史ウォーク
　今なお残る歴史をテーマに、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「日本最古の官道 竹内街
道と聖徳太子と古代天皇が眠る王陵の谷を巡
る」です。参加賞（参加者の中から抽選）と完
歩賞（全２回を完歩した人全員）があります。
とき　12日㈰午前９時30分集合　集合場所 
聖和台第１公園（南河内郡太子町聖和台／近
鉄南大阪線「上ノ太子駅」下車）　※雨天決行

（荒天の場合は、12月２日㈯）　コース　聖
和台第１公園（集合・スタート）～竹内街道～
用明天皇陵～孝徳天皇陵～旧山本家住宅～
科長神社～小野妹子墓～二子塚古墳～敏達
天皇陵～西方院～叡福寺～聖徳太子御廟～
聖和台第１公園（ゴール）　※約14km　参
加費　無料
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
づくり課内）☎0721－98－0300

学 校
就学時健康診断
　平成30年４月に小学校へ入学する子ども

（平成23年４月２日～平成24年４月１日生
まれ）を対象に、就学時健康診断を行います。
詳しい内容は、保護者へ通知しています。届
かない場合は問い合わせてください。
とき・ところ　東小学校／ 20日㈪、西小学校
／ 28日㈫、南第一小学校／７日㈫、南第二
小学校／ 30日㈭、南第三小学校／ 15日㈬、
北小学校／ 10日㈮、第七小学校／ 13日㈪
問い合わせ　学校教育グループ

狭 山 池 博 物 館
臨時休館のお知らせ

13日㈪～27日㈪

設備更新工事のため臨時休館します

問い合わせ　狭山池博物館

〈投影日〉　①12日㈰・②19日㈰・26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〉	 ①「秋の星空☆主役はmoon！」
　　　　　②「流星ウォッチ☆」
〈ところ〉　市立公民館・プラネタリウム室
〈入場料〉　無料
※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〉　市立公民館問い合わせ　防災・防犯推進室

防災行政無線放送テレホンサービス
放送内容を聞くことができます

0120－367－707
夕方は 早めのライト点灯

歩行者は、衣類・靴に
反射材をつけましょう

問い合わせ　黒山警察署
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（保険料）　定員　15人（多数の場合は抽選） 
持ちもの　飲みもの、タオル、母子手帳、
お腹を圧迫しない動きやすい服装（スカート、
ジーンズ不可）　申し込み　20日㈪までに
ぽっぽえんへ電話または直接
【あそびのひろば・あおぞらひろば】
とき・ところ　１日㈬／西幼稚園・南第二幼
稚園、15日㈬／東野地区公民館・西幼稚園・
南第二幼稚園、16日㈭／池尻コミュニティ
ホール、17日㈮／くみの木第７公園、20日
㈪／茱 木中央公民館、22日㈬／川向地区会
館、24日㈮／狭山池博物館屋上庭園、30日
㈭／南海狭山住宅自治会館　※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
【ファミサポ交流会いきいき講座「クリスマス
の小物づくり」】
とき　30日㈭午前10時～ 11時　ところ	
研修室１　対象　ファミサポ会員と子ども、
ファミサポに関心のある親子　※託児なし 
内容　クリスマスオーナメントづくり　参
加費　100円（材料費）　定員　16組（多数の
場合は抽選）　申し込み　13日㈪～ 20日㈪
にぽっぽえんへ電話または直接
【クッキングパーティー「旬野菜のおやつ」】
とき　12月６日㈬午前10時～11時30分　と	
ころ　研修室１　対象　２歳以上の子どもと
保護者　参加費　200円（材料費、保険料含
む。同伴する子ども１人につき 50円が別途
必要）　定員　16組（多数の場合は抽選）　持
ちもの　エプロン、三角巾、ハンドタオル、
皿、フォーク、飲みもの　※保護者も必要 
申し込み　往復はがきに郵便番号・住所・電
話番号・参加する保護者と子どもの名前（ふり
がな）・子どもの年齢・アレルギーの有無（同

子 育 て

今月は特別児童扶養手当の支払
い月です
　８～ 11月分の児童手当を、10日㈮に振り
込みます。住所や、対象児童数に変更があっ
たときは、速やかに届け出てください。
問い合わせ　子育て支援グループ

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　①１日㈬・②15日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※15日は食育講習を行いま
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

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・ところ　10日㈮／かがやき広場、20日
㈪／東野第１公園、27日㈪／池尻第８公園、
いずれも午前10時～ 11時30分　内容　運動
遊びや、絵本の読み聞かせなど　参加費　無料
【ふれあいウェンズデー】
とき　29日㈬午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　池尻保育園　内容　園庭遊び　参加費	
無料
【ふれあいサタデー】
とき　11日㈯午前10時～ 11時30分　とこ

ろ　池尻保育園　内容　園庭遊び　参加費	
無料
【パパママ教室】
とき　２日㈭午前10時～11時　ところ　池
尻保育園　内容　劇団バクによる「ふしぎな
きき耳ずきん」観劇　
【わんぱく教室「はいはいクラス」募集】
とき　①平成30年１月12日㈮・17日㈬・
２月21日㈬・28日㈬いずれも午前10時～
11時（全４回）　ところ　池尻保育園　対象 
平成28年12月～平成29年３月生まれの子
どもと保護者　参加費　1,000円（おやつ代、
保険料含む）　定員　10組（先着順）　申し
込み　30日㈭までに、電話で池尻保育園☎
367－2020
問い合わせ　池尻保育園

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ

【子育て講座「ベビーマッサージ」】
とき　22日㈬午後２時～３時　ところ　研
修室１　対象　２か月～７か月の子どもと母
親 　※21日㈫・22日㈬に予防接種を受ける
子どもは不可　内容　マッサージを通して親
子のふれあいを楽しむ　講師　本田真依さん
／Happy Hug代表　参加費　100円（保険料） 
定員　12組（多数の場合は抽選）　持ちもの 
バスタオル、飲みもの　申し込み　１日㈬～
８日㈬に、ぽっぽえんへ電話または直接

【子育て講座「マタニティーヨガ＆交流会」】
とき　28日㈫午後２時～３時30分　ところ	
研修室１　対象　安定期に入った妊娠16週
～ 35週の妊婦で、医師・家族の同意がある
人　※託児なし、子どもは入室不可　講師
泉志帆さん／ Ease yoga　参加費　100円

伴する子どもがいる場合もすべて）を書いて、
〒589－0022西山台三丁目2－１ぽっぽえ
ん。返信用はがきを持って直接も可。20日
㈪～ 27日㈪消印有効
【親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」】
とき　12月１日㈮・８日㈮・15日㈮・22日㈮
いずれも午前10時～午後０時（全４回）　と
ころ　研修室１　対象　市内に住んでいる平
成29年７月１日～９月30日生まれの子ども

（第１子）と母親　参加費　無料　定員　20
人（多数の場合は抽選）　申し込み　往復はが
きに「赤ちゃんがきた」と、郵便番号・住所・電
話番号・参加する母親と子どもの名前（ふりが
な）・子どもの生年月日と参加理由やプログラ
ムに期待することを書いて、〒589－0022
西山台三丁目２－１ぽっぽえん。返信用はが

きを持って直接も可。24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
●山本こども園／☎360－7000

《歯科指導》１日㈬午前10時～ 11時　《なか
よし散歩》14日㈫・12月12日㈫いずれも午前
10時～ 11時（雨天中止）　《七五三参り》15日
㈬午前10時～ 11時（雨天中止）　《ベビーマッ
サージ》21日㈫午前10時～ 11時　《焼き芋
会》12月７日㈭午前10時～ 11時　《クリスマ
ス会》12月20日㈬午前10時～ 11時　※参加
希望日の１週間前までに電話で山本こども園 

《園庭開放》毎日午前10時～午後５時（休園日
を除く）

●きらり保育園／☎366－3707
《つくって遊ぼう》８日㈬午前10時～ 11時 
《園庭開放》月～土曜日いずれも午前９時～午
後５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》
①10日㈮／どんぐり拾い、②17日㈮／親子
クッキング、③12月１日㈮／クリスマスオー
ナメントづくり、④８日㈮／サンタがやって
くる、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　①②④動き
やすい服装、飲みもの、タオル、③はさみ、
のり、動きやすい服装、飲みもの、タオル　《園
庭開放》10日㈮・17日㈮・12月１日㈮・８日
㈮いずれも午前10時～ 11時30分

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）

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
ドラゴンクエストコンサート in 大阪狭山

11 日㈯チケット発売

■とき　平成30年３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4,000
円（当日500円増）　※会員
割引10%　■予定曲　ドラ
ゴンクエストⅠより序曲、
ラダトーム城、フィナーレ
ほか

大衆演劇  
劇団紫吹大阪狭山公演【座長 紫吹洋之介】
■とき　平成30年２月15日㈭午後０時30分開場／１時開
演、午後５時開場／５時30分開演　■会場　小ホール（全
席指定）　■前売　一般2,000円（当日500円増）　※会員割
引10%　

舘野泉＆草笛光子 音楽と物語の世界
■とき　平成30年３月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）　※会員割引
10%　■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

■とき　平成30年２月３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2,500円、高校生以下1,500円（当
日各500円増）　※宝くじの助成による特別料金　■予
定曲　愛情物語より「To Love Again」、レ・ミゼラブル
より「On My Own」、サウンド・オブ・ミュージックメ
ドレーほか

11 月公演の案内

デューク・エイセス　リサイタル　
～永六輔さんへのオマージュ～

■とき　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

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

会員先行予約　※１人４枚まで　
４日㈯〜８日㈬

会員先行予約　※１人４枚まで
５日㈰〜８日㈬

広告掲載に関する問い合わせはST綜合広告☎072－368－1227

舘野泉 草笛光子

紫吹洋之介


