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催 し
消防出初式
とき　平成30年１月７日㈰午前10時から 
ところ　さやか公園　内容　消防演技、一
斉放水など
問い合わせ　消防本部

　
ほっと・さろん
　ちりめんを使って干支の「戌

いぬ
の飾りもの」を

つくりながらおしゃべりを楽しみましょう。
とき　13日㈬・19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　400円

（材料費）　定員　いずれも 10人（先着順）　
申し込み　催し名と住所・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

市立公民館からのお知らせ
【①クリスマスライブ＆カフェ】
とき　16日㈯午後２時30分から（カフェは
午後２時から）　ところ　市立公民館・ふれ
あいフロア　内容　ミュージックベル、バン
ド演奏、歌、じゃんけん大会など　入場料 
無料（飲みもの代は有料）　申し込み　不要 

【②冬の天体観望会～天王星をみてみよう!～】
とき　23日㈷午後５時～７時30分　ところ
市立公民館・プラネタリウム室　対象　４歳
以上の人（小学生以下は保護者の同伴が必要）
内容　プラネタリウム、天体観望会　※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（多数の場合は抽選）

【③表現ワークショップ（全10回）】
　「一生懸命はカッコいい」を合言葉に、表
現倶楽部うどぃの中高生と一緒に平成30年
３月25日㈰・26日㈪に行う舞台をめざして、
表現活動をします。
とき　平成30年１月13日～３月17日の毎

週土曜日いずれも午後５時30分～８時30分
（舞台前は日程の追加があります）　ところ
市立公民館・集会室１　対象　小学５・６年
生　講師　さやま未来プランナー　参加費
5,000円（保険料800円が別途必要）　定員
20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・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－
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（http://www.osakasayama-
kouminkan.jp/）からも可。②８日㈮必着 
③15日㈮必着
問い合わせ　市立公民館

わくわく広場
とき・内容　９日㈯／クリスマス飾りづくり、
23日㈷／凧づくり、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　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

やさしい骨
こっとう
董の話

とき　16日㈯午後１時～２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　北田治樹
さん／笹舟屋　参加費　500円　定員　20
人（先着順）　申し込み　電話で住所・名前を
ラ・フォレスタ☎0721－72－0090

冬休みこども歴史塾
　大阪狭山市の歴史と日本の歴史を広く学
ぶ子ども向けの歴史講座です。体験学習で
は凧をつくります。
とき　26日㈫・27日㈬いずれも午後１時
30分～４時（全２回）　ところ　狭山池博物

館・ホール　対象　小学４～６年生　参加費 
無料　定員　30人（多数の場合は抽選、当
選者にのみ受講票を送付）　申し込み　はが
きに「冬休みこども歴史塾参加希望」と住所・
名前（ふりがな）・学年・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）、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

狭山池博物館からのお知らせ
【ミニ展示「南河内の縄文遺跡を探る」】
とき　６日㈬～平成30年１月21日㈰　※
28日㈭～平成30年１月４日㈭は休館　と
ころ　常設展示室・第５ゾーン　内容　調査
開始から今年で 100年目を迎える藤井寺市
国
こ う

府遺跡出土の縄文時代前期の土器と石器、
富田林市錦

にしごおり
織 南

みなみ
遺跡出土の縄文時代晩期

の土器と石器、松原市三
み や け に し

宅西遺跡出土の縄
文時代後期の土器と石器などを展示　入場
料　無料　

【「狭山池と行基の活動」特別講演会】
とき　平成30年１月27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　【講演】尾田栄章さん／元国土交
通省河川局長、【鼎

ていだん
談】尾田栄章さん、小山田

宏一さん／奈良大学教授、工楽善通さん／狭
山池博物館館長　参加費　無料　定員　126
人（多数の場合は抽選）　※結果は年内に返
信はがきで通知　申し込み　往復はがきに
代表者の住所・名前・電話番号・参加人数・参
加者全員の名前を書いて、〒589－0007池
尻中二丁目狭山池博物館。20日㈬必着　※
１枚のはがきで３人まで応募可。重複申し
込み不可。返信面にも、代表者の住所・名前
を書いてください
問い合わせ　狭山池博物館

科学実験教室
～関口おじさんのクリスマスレクチャ～

とき　24日㈰午後２時～３時30分　ところ 
市立公民館・多目的室　対象　小学生（３年
生以下は保護者の同伴が必要）　講師　関
口芳弘さん／国立研究開発法人理化学研究
所（施設担当調査役）　参加費　無料　定員 

20人（先着順）　申し込み　４日㈪午前９時
から図書館に電話または直接
問い合わせ　図書館

桜まつり～冬～大阪狭山イルミ
ネーション
　狭山池北堤でイルミネーションを実施して
います。１日㈮から、さやりんと雪だるまの
イルミネーションが併せて展示されます。
とき　平成30年１月27日㈯まで　※毎日
日 没 か ら 午 後
10時まで
問い合わせ　桜
ま つ り 実 行 委
員会（大阪狭山
市商工会内）☎
365－3194

「安心できる防災」について防災士
と一緒に考えてみませんか
　女性防災士と実施する「安心できる防災（仮
称）」講座に先立ち、意見交換会を実施します。
日頃不安に感じていることや、個人の状況
によって変わる災害時の課題などをまじめ
なおしゃべりの中で出し合います。
とき　９日㈯午前10時30分～午後０時　と
ころ　きらっとぴあ　対象　テーマに関心
のある人　定員10人（先着順）　申し込み・
問い合わせ　電話で住所・名前・年齢・電話
番号をきらっとぴあ。ファクシミリ (FAX247
－7047) ま た は 電 子 メ ー ル（os-gender@
water.ocn.ne.jp）も可

気楽に楽しむヨガ講座
　とき・内容　①10日㈰／りらっくすヨガ、②
24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。郵
便の場合は、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

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　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 

「狭山池の四季の風景を楽しむ」をテーマに、
狭山池博物館のボランティアの案内で狭山池
を一周します　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。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

成人式
とき　平成30年１月８日㈷午前11時～ 11
時55分（受 付 は 午 前10時30分）　 と こ ろ
SAYAKA ホール・大ホール　※会場周辺道
路での駐停車は係員の誘導に従ってください 
対象　平成29年12月１日現在、市の住民基
本台帳に記載されている平成９年４月２日～
平成10年４月１日に生まれた人（対象者には
案内状を送ります）　内容　式典　※手話通
訳があります
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

探そうよ　ひとりひとりの　いいところ　（平成28年度人権啓発標語から）

※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

住宅用火災警報器の維持管理

①お手入れはしていますか
　１年に１回、布などで乾拭きをしてくだ
さい。
②作動テストをしましょう
　警報器のボタンを押したり引きひもを引く
ことで、テスト音が鳴るかを確認しましょう。
③交換時期を確認しましょう
　設置したときに記入した「設置年月日」、
または本体に記載されている「製造年」を確
認して、10年を目安に交換してください。

問い合わせ　消防本部
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子 育 て

今月は児童扶養手当の支払い月です
　12月期（８月～ 11月分）の児童扶養手当
は、11日㈪に振り込まれます。住所変更や
婚姻などで状況が変わった場合は、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

保育士体験
とき　25日㈪～ 27日㈬いずれも午前10時
～午後４時　ところ　大野台こども園、つ
ぼみこども園　対象　市内に住んでいる高
校生以上で、上記日程のいずれかに参加可
能な人　定員　いずれも５人（先着順）　申し
込み・問い合わせ　１日㈮から、電話で大野
台こども園☎366－8957、またはつぼみこ
ども園☎367－3344

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ

【あおぞらひろば・あそびのひろば～近くの
公園、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、７日㈭／
池尻コミュニティホー
ル、18日㈪／茱 木中央公民館、21日㈭
／南海狭山住宅自治会館、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

【ミュージックベルコンサート】
とき ２日㈯午前11時～ 11時30分　ところ 
研修室①　

【クリスマス制作】
とき　４日㈪ ･ ５日㈫いずれも午前10時～
11時30分、午後２時30分～４時　ところ 
リラックススペース　参加費　20円（材料費）
問い合わせ　ぽっぽえん

おやこdeぽかぽかクリスマス
とき　13日㈬・14日㈭いずれも午前10時

～午後４時　ところ 
SAYAKA ホ ー ル・コ
ンベンションホール
対 象　 就 学 前 の 子
どもと保護者　内容 
おもちゃやカードづ
くりなど
問い合わせ　ぽっぽえん

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　①６日㈬・②20日㈬いずれも午前10時
～午後０時　※20日はクリスマス会を行いま
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

保育園・認定こども園の行事
●市立こども園／☎366－0080

《お話会》13日㈬・平成30年１月10日㈬いず
れも午前10時～ 10時30分　対象　２歳児
と保護者　《お楽しみ会》22日㈮午前10時～
10時30分　対象　１～３歳児と保護者　《園
庭開放・身体計測・育児相談》月～金曜日のい
ずれも午前10時～午後０時、午後２時～４時
申込不要　※29日㈮～平成30年１月３日㈬
を除く
●大野台こども園／☎366－8957

《あそびましょ（親子体験入園）》①平成30
年 １ 月18日 ㈭・25日 ㈭・② ２ 月15日 ㈭・
22日㈭・③３月８日㈭・22日㈭いずれも
１日目は午前10時～ 11時、２日目は午
前10時～午後０時（給食つき）、受付は午
前９時45分から　※全２回　対象・定員 
1１歳児（平成27年４月～平成28年３月生ま
れ）／いずれも３組、2２歳児（平成26年４月

～平成27年３月生まれ）／いずれも３組（いず
れも多数の場合は抽選）　※結果は、ファ
クシミリまたは電話で連絡　参加費　300
円（初回のみ。保険料、給食代）　申し込み 
はがきに「あそびましょ参加希望」と、郵便番
号・住所・参加する子どもの名前・生年月日・
保護者の名前・電話番号（あればファクシミ
リ番号）・第一、第二希望月を書いて、〒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。25日㈪
消印有効　《園庭開放》月～土曜日のいずれも
午前10時～午後０時（雨天中止）　対象　就
学前の子どもと保護者　
●つぼみこども園／☎367－3344

《つぼみキッズ（親子体験入園）》①平成30年
１月18日㈭・25日㈭・②２月15日㈭・22日
㈭・③３月８日㈭・22日㈭いずれも１日目は
午前10時～ 11時、２日目は午前10時～午
後０時（給食つき）、※全２回　対象・定員 
1１歳児（平成27年４月～平成28年３月生
まれ）／いずれも３組、2２歳児（平成26年
４月～平成27年３月生まれ）／いずれも３組

（いずれも多数の場合は抽選）　※結果は、
ファクシミリまたは電話で連絡　参加費 
300円（初回のみ。保険料、給食代）　申し込
み　はがきに「つぼみキッズ参加希望」と、郵
便番号・住所・参加する子どもの名前・生年月
日・保護者の名前・電話番号（あればファクシ
ミリ番号）・第一、第二希望月を書いて、〒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。
25日㈪消印有効　《園庭開放》毎週土曜日午
前10時～午後０時（雨天中止）※23日㈷・30
日㈯を除く　対象　乳幼児と保護者　※16
日㈯・平成30年１月20日㈯のいずれも午前
10時～ 10時15分は絵本の読み聞かせなど
を行います
●花梨つばさ保育園／☎366－0283

《子育てカフェ》①平成30年１月12日㈮・②
２月１日㈭いずれも午前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、保護者に一息つける時間を提供 
参加費　200円（飲食代）　定員　４組（多数
の場合は抽選）　申し込み　①28日㈭まで、
②１月22日㈪までに電話で花梨つばさ保育
園　《園であそぼう》15日㈮・平成30年１月
19日㈮いずれも午前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
●池尻保育園／☎367－2020

《クリスマス会》13日㈬午前10時～ 11時 
内容　歌、キャンドルサービス、ベル演奏な
ど　《餅つき大会》20日㈬午前11時～午後０
時　内容　餅つきをして豚汁を食べる

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　４日㈪午前10時～ 11時　ところ　池
尻保育園　内容　おなか元気教室

【ふれあいサタデー】
とき　９日㈯午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　池尻保育園・園庭

【ふれあいマンデー】
とき　18日㈪午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　池尻保育園・園庭
問い合わせ　池尻保育園☎367－2020

スマイルbébé
～園児と一緒に遊びましょ～

●大野台こども園／☎366－8957
とき　①平成30年１月18日㈭・25日㈭、②
２月15日㈭・22日㈭、③３月８日㈭・22日
㈭いずれも午前10時～ 11時（受付は午前９
時45分）　※全２回　対象　平成28年４月
～ 10月生まれの幼児と保護者　参加費　無
料　定員　いずれも５組（多数の場合は抽選） 
※結果はファクシミリまたは電話で連絡 
申し込み　件名を「スマイル bebe 参加希望」
とし、郵便番号・住所・参加する子どもの名前・
生年月日・保護者の名前・電話番号（あれば
ファクシミリ番号）・希望月を 25日㈪までに
電話で大野台子ども園。ファクシミリ（FAX368
－2395）も可
●つぼみこども園／☎367－3344
とき　①平成30年１月18日㈭・25日㈭・②

２月15日㈭・22日㈭・③３月８日㈭・22日㈭
いずれも午前10時～ 11時（受付は午前９時
45分）　※全２回　対象　平成28年４月～
10月生まれの幼児と保護者　参加費　無料 
定員　いずれも５組（多数の場合は抽選）　※
結果はファクシミリまたは電話で連絡　申
し込み　件名を「スマイル bebe 参加希望」と
し、郵便番号・住所・参加する子どもの名前・
生年月日・保護者の名前・電話番号（あれば
ファクシミリ番号）・希望月を 25日㈪までに
電話でつぼみこども園。ファクシミリ（FAX367
－3544）も可

施設名 所在地
池尻保育園 池尻中一丁目12-8

きらり保育園 金剛二丁目13-16

ルンビニ保育園 池尻北二丁目20-23

花梨つばさ保育園 半田五丁目215-1

池尻なな保育園（平成30年４月１
日開園予定）

池尻中一丁目（住所未
定）

市立こども園 西山台六丁目19-5

山本こども園 山本中353-2

大野台こども園 大野台五丁目7-2

つぼみこども園 東茱萸木三丁目2283-1

サニーサイド（0～2歳児のみの小
規模保育事業所）

山本東18-25

保育園・認定こども園などの利用申込

　平成30年４月から利用する保育園・認定こども園などの
申込を受け付けます。
対象　平成30年４月１日現在、生後２か月以上の乳児～就
学前の子ども　保育を必要とする事由　○就労　○妊娠・
出産　○保護者の疾病・障がい　○同居または長期入院な
どをしている親族の介護・看護　○災害復旧　○求職活動 
○就学　○虐待やＤＶのおそれがあること　○育児休業中
の継続利用　○その他、上記に類する状態として市が認め
る場合のいずれかの事由で家庭での子どもの保育ができな
いこと　※保育を必要とする事由に該当していても、定
員に余裕がない場合は利用できません　申し込み　市内の
保育園、認定こども園、小規模保育事業所、子育て支援セ
ンター（ぽっぽえん）、市役所保育・教育グループにある申
込書に必要事項を書いて、１日㈮～８日㈮に保育・教育グ
ループへ直接　※土・日曜日を除く。２日㈯は午前９時か
ら午後０時まで受け付け

〈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〉 『流星☆ウォッチ』
〈ところ〉 市立公民館・プラネタリウム

室
※希望があれば 10人以上の団体に平
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

北放課後児童会プレハブ教室建設工事

問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

　平成30年２月末まで、北小学校内で北放課後児童会プレハブ教室建設工事を行います。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

問い合わせ　保育・教育グループ



■とき　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2,800円、ペア 5,000円（当日
各500円増）　■予定曲　S. マイヤーズ：
カヴァティーナ（映画『ディア・ハンター』
より）、A.C. ジョビン（ローラン・ディアン
ス編）：フェリシダーヂ、J.S. バッハ：シャコンヌ（無伴奏ヴァ
イオリンパルティータ第２番より）ほか
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れも午後１時30分～３時　※全６回　とこ
ろ　市立公民館・多目的室　対象　18歳以上
の人　講師　岩井宏子さん／平安文学専攻文
学博士　参加費　1,200円　定員　45人（多
数の場合は抽選）

【④メンタルヘルス講座～ストレス知らずに生
きる術～】
とき　平成30年１月21日㈰午後１時30分
～３時30分　ところ　市立公民館・多目的室
内容　日常生活でのストレスに対する対処
方法を学ぶ　講師　竹田伸子さん／大阪彩
都心理センター代表　参加費　500円　定
員　20人（多数の場合は抽選）

【⑤老後の生活設計～物心両面で豊かに暮ら
すために～】
とき　平成30年１月27日㈯午後１時30分
～４時　ところ　市立公民館・多目的室　対
象　18歳以上の人　内容　講演「年金世代
の家計」と意見交換会　講師　八束和音さん
／大阪府金融広報委員会金融広報アドバイ
ザー　コーディネーター　楠喜博さん／伝達
工学研究所　参加費　300円　定員　50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。
⑤のみ図書館でも可。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）・年
齢・性別・電話番号・ファクシミリ番号を書い

スポーツ
新春　無料健康教室
とき・内容　平成30年１月５日㈮①午前10
時～ 10時45分／新春スッキリ体操教室、②
午前11時～ 11時45分／折り紙飛行機教室
ところ　ふれあいスポーツ広場　対象　５歳
以上の人（小学生以下は保護者の同伴が必要）
参加費　無料　定員　30人（当日先着順）
問い合わせ　総合体育館

新春・混合ダブルステニス大会
とき　平成30年１月７日㈰午前８時45分
集合　※予備日14日㈰　種目　混合ダブ
ルス AB 級、混合ダブルス CD 級　ところ
山本テニスコート　参加資格　テニス連盟
会員（当日会員登録可）　参加費　1人1,500
円（中学生、高校生は 800円）　※会員未登
録者は連盟登録料500円が別途必要　定員 
いずれも 18組（先着順）　申し込み　３日㈰
～ 19日㈫に参加種目と住所・名前・年齢・電
話番号・所属チーム・連盟登録の有無を書い
て、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　テニス連盟事務局☎367－
4547

市民マラソン大会
とき　平成30年１月21日㈰午前９時から受
け付け（雨天決行）　ところ　狭山池公園（ス
タート・ゴールはさやか公園）　※駐車場は
ありません　対象　市内に居住・通勤・通学す
る人　種目　小学５・６年生、中学生、一般

（高校生以上）、壮年（36歳以上）、60歳以上、
ファミリー（小学４年生以下の子どもと保護
者）の各部　距離　中学生、一般、壮年の部
は、4.2195キロ（フルマラソンの 10分の１）、
その他の部は、その半分（20分の１）　参加
費　300円（保険料など）　※ファミリーの
部は２人で 400円（１人増すごとに 100円） 
申し込み　総合体育館で配布する申込書に
必要事項を書いて、25日㈪午後８時までに
申込書（誓約書には押印）と参加費を総合体育
館へ直接。※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

市立公民館からのお知らせ
【①アンドロイドアプリ作成講座】
とき　平成30年１月19日㈮・26日㈮・２月
２日㈮いずれも午後６時～８時30分（全３
回）　ところ　市立公民館・集会室１　対象
中学生以上でパソコンの文字入力ができ、ス
マートフォンやタブレットの操作ができる人 
内容　簡単な電卓アプリを作成　参加費 
2,000円　定員　10人（多数の場合は抽選）

【②年賀状作成講座】
とき　10日㈰午後２時～４時　ところ　市
立公民館・集会室１　対象　18歳以上でパソ
コンの文字入力ができる人　内容　市立公
民館のパソコン (Windows10・Word2013)
で年賀状の文面を作成し、持ち込みのはが
きに印刷　参加費　500円　定員　15人（先
着順）　持ちもの　年賀はがき 10枚（データ
を持ち帰る場合は、フラッシュメモリー）　
申し込み　１日㈮から市立公民館へ電話また
は直接

【③「源氏物語」の世界～真木柱巻を読む～】
とき　平成30年１月24日㈬・２月14日㈬・
27日㈫・３月14日㈬・22日㈭・28日㈬いず

て、〒589ー 0021今熊一丁目106市立公民
館。ファクシミリ (FAX366ー 0081)、市立公民
館ホームページ (http://www.osakasayama-
kouminkan.jp/kouza.html) からも可。①③
15日㈮必着、②１日㈮から、④24日㈰必着、
⑤28日㈭必着　※①③④⑤は電話での申し
込みはできません
問い合わせ　市立公民館

図 書

図書館からのお知らせ
【図書消毒機で快適読書生活！】
　本の殺菌・消臭ができる図書消毒機を図書
館に設置しています。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。

【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、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〉10日・17日・24日　ところ　図書館・
おはなしコーナー（日曜日のみ、おはなしの
部屋）

【冬のおはなし会】
とき　３日㈰午後１時30分～２時10分　と
ころ　図書館・おはなしの部屋　内容　「ね
ずみのすもう」「おんちょろちょろ」

【わくわく！本の福袋】
　図書館員おすすめの３冊が入った袋を貸

し出します。福袋は全部で 100袋あります。
実施期間　23日㈷～なくなり次第終了　対
象　３歳～小学生

【返却ポストの休止情報】
下記の日程は、返却ポストは使用できません。

大阪狭山市駅、
金剛駅西口

28日㈭午後４時～平成30年
１月５日㈮午後１時

図書館 28日㈭午後８時～平成30年
１月５日㈮午後８時

問い合わせ　図書館

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）

　「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全て
の人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年（1948年）12月
10日の第３回国際連合総会において採択され、本年で採択69周年を迎えます。
 　国際連合は、世界人権宣言の採択を記念して、採択日の 12月10日を「人権デー

（Human Rights Day）」と定め、法務省では４日㈪～ 10日㈰を人権週間とし、啓
発活動に取り組んでいます。
　市では２日㈯・３日㈰の両日に市立公民館で「フェスタにんげんばんざい」を、２
日㈯午後１時からは、市立公民館・大集会室でタレントで俳優のなすびさんを講師
に招き、人権を考える市民のつどい 2017震災と人権「なすびはなぜエベレストに
登ったのか～ふるさとふくしまへの想いと願い、なすびなりの応援の形～」を開催
します。

４日㈪～10日㈰は人権週間

問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

講 座

20日㈬チケット発売　■会員先行予約　９日㈯～13日㈬※1人４枚まで

12月公演の案内

さやかミニ落語会　喬若のさわやか落語会
■とき　16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　笑福亭喬若、笑福亭松五、露の瑞

関西フィルSAYAKAホール特別演奏会　“名曲アワー”

SAYAKAクラシックススペシャル
【第２回】村治奏一ギター・リサイタル

■とき　平成30年４月14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3,000円 、25歳以下1,500円（当日共）　■
出演　指揮／藤岡幸夫（関西フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者）管弦楽／
関西フィルハーモニー管弦楽団　■予定曲　A. メンケン：「美女と野獣」メド
レー、ニーノ・ロータ／川上肇編曲：ロミオとジュリエット、J. ウィリアムズ :
ジュラシック・パーク、ベートーヴェン：交響曲 第7番イ長調 op.92　ほか 
※曲目は都合により変更になる場合があります

わらび座ミュージカル
「KINJIRO!～本当は面白い二宮金次郎～」
■とき　10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3,000円、高校生以
下1,500円（当日各500円増）

笑
福
亭
喬
若

関西フィルハーモニー管弦楽団藤
岡
幸
夫

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：29日㈮～１月４日㈭

休館中、返却ポストは使用できません

村治奏一


