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学 校
就学通知書を送ります
　小・中学校に入学する児童・生徒の保護者
へ、今月中旬に就学通知書を送ります。同封
の就学届に必要事項を書いて、31日㈬まで
に指定された方法で提出してください。なお、
国立・府立・私立の小・中学校へ入学する場合
は、入学決定後、速やかに学校の入学許可
書または入学承諾書と印鑑を持って、学校
教育グループで手続きしてください。
問い合わせ　学校教育グループ

医師事務作業補助者の養成講座
　医師の事務のうち、診断書やカルテの作成
などの事務的な業務をサポートする「医師事
務作業補助者」の養成講座を開催します。
とき　24日～３月７日の毎週水曜日いずれ
も午前９時30分～午後４時30分（全７回） 
ところ　市役所別館・会議室など　対象	
市内に住んでいる人　受講料　無料　定員	
15人（先着順）　申し込み　４日㈭～ 15日㈪
に農政商工グループへ電話または直接
問い合わせ　農政商工グループ

南河内地区親学習リーダー養成講座
～共に育ち活動する仲間になりませんか～
 　　親としてのあり方を学習し、子育てを支援
する人間関係づくりの方法を学びます。
とき　①２月２日㈮・②16日㈮・③23日㈮
いずれも午前９時30分～午後０時　ところ
富田林市きらめき創造館（富田林市常盤町／
近鉄長野線「富田林西口駅」下車）　対象　家

庭教育支援に関心のある人　内容　①親学
習を体験する、②対話や交流を進めるため
のファシリテーションのスキルを学ぶ、③
実習を通じて教材の活用方法と講座の進め
方を実践する　参加費　無料　定員　いず
れも 40人（多数の場合は抽選）　申し込み	
23日㈫までに住所・名前（ふりがな）・電話番
号・参加希望日の番号を社会教育・スポーツ
振興グループへ直接。ファクシミリ(FAX367ー
6011) も可
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

狭山池博物館公開講座（第１回）
とき　20日㈯午後２時～３時30分（開場は
午後１時30分）　ところ　狭山池博物館・
ホール　内容・講師　「重源はどの古墳から
石棺を運んだのか」西川寿勝さん／狭山池博
物館学芸員　参加費　無料　定員　126人

（当日先着順）
問い合わせ　狭山池博物館

狭山池クリエイティブフラッグ
～三橋玄 竹ワークショップ～

　３月に狭山池博物館で展示する作品づくり
に向けて、竹の切り出し、枝払いなどをアー
ティスト三橋玄さんと行います。
とき　21日㈰午前10時～午後３時30分（小
雨決行）　※午前のみ、午後のみの参加も可 
ところ　副池オアシス公園周辺　参加費	
無料　持ちもの　のこぎり（あれば）、なた

（あれば）、軍手、弁当、飲みもの、虫よけ、
長袖、長ズボン、長靴、帽子　申し込み・問
い合わせ　20日㈯までに郵便番号・住所・名
前（ふりがな）・性別・生年月日・電話番号を
ファクシミリで池の駅プロジェクトさやま

（FAX320－4347）。電子メール（sayamaike.
creativeflag@gmail.com）も可　※小学４年
生以下の子どもは保護者の同伴が必要です

人権連続学習講座
～ヒューマンライツ・アクト～

　人権に関する様々なテーマについて理解
を深めます。
とき・ところ　①10日㈬／市役所・第１会議
室、②19日㈮／市役所南館・講堂、③２月
14日㈬／ SAYAKA ホール・大会議室Ｌ、い
ずれも午後２時から　対象　市内に居住・通
勤・通学する人　内容・講師　①「法から学ぶ
人権」大阪弁護士会、②「多民族共生社会をめ
ざして」文公輝さん／多民族共生人権教育セ
ンター理事、③「身近にあるハラスメント」
養父知美さん／弁護士　参加費　無料　定員	
いずれも 40人（先着順）　申し込み　各開催
日の前日までに、市役所市民相談・人権啓
発グループ、きらっとぴあ（男女共同参画推
進センター）、ニュータウン連絡所、市立公
民館で配布する申込書に必要事項を書いて、
市民相談・人権啓発グループへファクシミリ

（FAX366－0051）。直接または〒589－8501
大阪狭山市役所市民相談・人権啓発グループ
へ郵送も可。　※１回のみの参加も可
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

きらっと塾「ユニークフェイス」
　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。今月
は「ユニークフェイス」をテーマに、顔や体の
あざや傷に対する「見た目問題」について考え
ます。
とき　29日㈪午後１時30分～３時　ところ
きらっとぴあ　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　電話で

催し名・住所・名前・年齢・電話番号をきらっ
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

パソコン要約筆記体験講座
　聴覚障がい者などへの情報提供に必要な
パソコン要約筆記の基礎となる技術を体験・
学習します。
とき　28日㈰・２月４日㈰・18日㈰・３月
４日㈰・11日㈰いずれも午前10時～午後０
時（全５回）　ところ　河内長野市立市民交
流センター「キックス」（河内長野市昭栄町
／南海高野線「河内長野駅」から南海バス「市
民交流センター前」下車）　対象　南河内に
居住・通勤・通学する人　内容　ノートパソ
コンを使った要約筆記体験　受講料　無料
定員　19人（多数の場合は抽選）　持ちもの	
ノートパソコン（Windows7以上）　申し込
み・問い合わせ　４日㈭～ 19日㈮に福祉グ
ループへ電話または直接

募 集
こども発達支援センター Sun 平
成30年度利用児募集
　自閉スペクトラム症など発達に課題のあ
る子どもたちが日常生活を豊かに過ごせる
よう、一人ひとりに合わせた個別の療育と
家族への研修などを含めた支援を行います。
療育の実施場所は富田林市内で、利用料が
必要です。詳しくは、ホームページ（http://
www.sfj-osaka.net/sun/）を確認してくださ
い。
とき　毎週火～金曜日の午前10時～ 11時、
午前11時15分～午後０時15分、午後１時
～２時、午後３時30分～４時30分　※月
２回程度利用可　対象　南河内に住んでい

るおおむね２歳～小学２年生の発達障がい
がある子どもと家族で、保護者同伴で１年
間継続して通える人　定員　64人（多数の場
合は抽選）申し込み　資料請求後もしくは募
集説明会で配布する利用申込書に必要事項、
返信用はがきに郵便番号・住所・名前を書い
て、〒584－0012富田林市粟ヶ池町2969－
5こども発達支援センター Sun へ郵送または
直接。９日㈫～２月16日㈮必着
【募集説明会】
とき　15日㈪午後１時30分から、19日㈮
午前10時から　ところ　富田林市民会館（富
田林市粟ヶ池町／近鉄長野線「喜志駅」下車）
申し込み・問い合わせ　電話またはファク
シミリでこども発達支援センター Sun（☎・
FAX0721－26－7331）　※電話受付時間は午
後４時30分～５時30分

第11回書き初め展
　狭山池と博物館をテーマにした書き初め
を募集します。
対象　中学生以下、高校生、一般　※中学
生以下は学年・部門によって課題が異なりま
す。詳しくは問い合わせてください　参加
費　無料　応募方法　住所・名前（ふりがな）・
学校名・学年・電話番号を書いたメモを作品
に添えて、〒589－0007池尻中二丁目狭山
池博物館へ郵送または直接。５日㈮～ 13日
㈯必着　※１人１作品。学校などの団体応
募は、各学年20作品まで
問い合わせ　狭山池博物館

奥河内イルミナージュ
～イルミネーション ZOO ～

とき　3月4日㈰まで、いずれも午後５時30
分～９時30分　ところ　大阪府立花の文化
園（河内長野市高向／南海高野線「河内長野
駅」から南海バス「奥河内くろまろの郷バ
ス停」下車）　入場料　当日券／中学生以上
1,000円、小学生以下500円、前売券／中学
生以上800円、小学生以下400円　※３歳
未満は無料　チケット発売場所　園券売、コ
ンビニエンスストアなど　※園券売では前
売券は販売していません。詳しくは、問い
合わせてください　
問い合わせ　奥河内イルミナージュ事務局
☎06－6332－8587

※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

講 座

〈投影日〉	 14日㈰・21日㈰・28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

狭山池博物館年始休館および
メンテナンス休館のお知らせ

問い合わせ　狭山池博物館

年始休館／４日㈭まで
メンテナンス休館／30日㈫～２月
４日㈰

市民マラソン大会開催に伴う狭山池周遊路通行不可のお知らせ

問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

　21日㈰にさやか公園をスタート・ゴールにして狭山池周遊路で市民マラソン大会を開
催します。大会の開催に伴い、午前９時30分～11時30分頃まで周遊路の通行ができ
なくなります。開催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。
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ションをまとめた映像教材「TED」を見て、
みんなで話し合います。
とき　27日㈯午後２時～４時　ところ　市
役所南館・講堂　対象　市内に住んでいる人
内容　「宇宙ロケット開発者の植松努さんの

『思うは招く』～“どうせ無理！”と思っている
君へ～」　参加費　無料　定員　20人（先着
順）　申し込み・問い合わせ　催し名・名前・
年齢・住所・電話番号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

狭山池歴史ウォーク
～ 1400年の古の時を訪ねて～

とき　14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「狭山池の歴史と地理
の景観」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
物館ボランティア歴史ウォーキング部会。
ファクシミリ (FAX367－8892)、電子メール
(sayamaike.walk@gmail.com)、または直接
も可。13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）

講演会「南河内の縄文遺跡を探る」
とき　13日㈯午後２時～３時30分（開場は
午後１時30分）　ところ　狭山池博物館・
ホール　講師　渡邊昌宏さん／大阪府教育
庁文化財保護課主任専門員　入場料　無料 
定員　126人（当日先着順）
問い合わせ　狭山池博物館

第３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「歴史の面影を感じる
松原の寺社群から日本最古のため池狭山池
を巡る」です。参加賞（参加者の中から抽選）
と完歩賞（前回に続き完歩した人全員）があり
ます。
とき　28日㈰午前９時30分集合　集合場所
松原市郷土資料館「松原市民ふるさとぴあプ

ラザ」（松原市上田／近鉄南大阪線「河内松原
駅」下車）　※雨天決行。荒天の場合は、２
月４日㈰　コース　松原市郷土資料館松原
市民ふるさとぴあプラザ（集合・スタート）～
柴
しばがき

籬神社～栄久寺～正井殿～来迎寺～丹南
天満宮～みはら歴史博物館～黒姫山古墳～
狭山池～さやか公園（ゴール）　※約12km
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

フレッシュコンサート初笑い寄席
とき　28日㈰午後１時30分～３時30分（開
場は午後１時）　ところ　狭山池博物館・ホー
ル　出演　さやま落語会　定員　96人（当日
先着順）　入場料　無料
問い合わせ　狭山池博物館

気楽に楽しむヨガ講座
　とき・内容　①14日㈰／りらっくすヨガ、②
28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

わくわく広場
とき・内容　13日㈯／あぶり出し体験、27
日㈯／鬼のお面づくり、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

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

催 し
木工教室展
　ラ・フォレスタ木工教室の生徒作品展を開
催します。
とき　５日㈮～ 28日㈰の金・土・日曜日、祝
日いずれも午前11時～午後５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

「安心」できる防災
　　　　　　　～備え編～

　些細なことも大切にしながら、防災士と
一緒に「安心できる備え」について考えましょ
う。
とき　２月３日㈯午後１時30分～４時　と
ころ　市役所南館・講堂　対象　市内に住ん
でいる人　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ー
7047）、または電子メール（os-gender@
water.ocn.ne.jp）も可

ビブリオカフェ「本の交流会」
とき　21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　本と茶話会を楽しむ 
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。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

新・男と女のともまな大学
～「TED で語ろう！」わかち合いの居場所～

　様々な分野の専門家によるプレゼンテー

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

愉快・爽快・空海ウォーク
　「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録
を契機に発足した西高野観光キャンペーン
協議会が主催するウォーキングです。今回
のテーマは、「早春の上

に わ だ に
神谷から寺社を巡り西

高野街道を歩く」です。ゴールで各地特産品
が当たる抽選会を開催します。
とき　２月10日㈯午前９時30分～ 10時
集合　集合場所　いずみがおか広場（堺市
南区茶山台／泉北高速鉄道「泉ケ丘駅」下車） 
コース　いずみがおか広場（集合・スター
ト）～櫻井神社～妙見山感應寺～フォレス
トガーデン～天野街道～西高野街道～十里
石～松林寺～天野酒酒蔵（ゴール）　※約
17.5km　参加費　無料　
問い合わせ　西高野街道観光キャンペーン
協議会事務局（河内長野市産業観光課内）☎
0721－53－1111

ご近所福祉サミット in 南中学校区
　南中学校区を対象として、理想の「住み続
けたい地域」について話し合います。様々な
地域の課題があるなかでも、ご近所や地域の
良さ・強みを生かして、ふれあい豊かな福祉
のまちづくりの実現に向け、地域の皆さんで
考えるとともに、市と社会福祉協議会が進め
ている地域福祉計画に活用します。　
とき　27日㈯午後１時30分～３時30分 
ところ　市立コミュニティセンター・大会議
室　対象　南中学校区に居住・通勤する人 

参加費　無料　申し込み・問い合わせ　15日
㈪までに名前・住所・電話番号を電話で福祉グ
ループ。ファクシミリ（FAX366－9696）も可

ほっと・さろん
　毛糸のポンポン付きスカーフピンをつく
りながら、おしゃべりを楽しみましょう。
とき　24日㈬・30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　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・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

特別展「蓮華の花咲く風景－仏教
伝来期の河内と大和－」
　古代の寺院造営技術を取り上げ、郷土の
瓦収集家浦野正一氏のコレクションの公開、
昨年発掘調査された称徳天皇と道鏡が建立
したとされる由

ゆ げ で ら
義寺塔跡の調査成果も紹介

し、狭山池築造前後の仏教文化の動向を探
ります。
とき　28日㈰まで　※４日㈭までは休館 
ところ　狭山池博物館・特別展示室　入場料
無料
問い合わせ　狭山池博物館

南河内よみかきこうりゅうかい
～ひろげよう識字・日本語学習の輪～

とき　27日㈯午後２時～４時　ところ　松
原市立松原図書館・集会室（松原市阿保／近鉄

南大阪線「高見ノ里駅」下車）　内容　教室紹
介、好きな日本語や正月の過ごし方などに
ついてのグループトーク　申し込み・問い合
わせ　15日㈪までに、名前（ふりがな）、電
話番号を社会教育・スポーツ振興グループへ
直接。ファクシミリ（FAX367－6011）も可

ミニ展示「南河内の縄文遺跡を探
る」
　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
します。
とき　21日㈰まで　※４日㈭までは休館 
ところ　狭山池博物館・常設展示室第５ゾー
ン　入場料　無料　
問い合わせ　狭山池博物館

成人式
とき　８日㈷午前11時～ 11時55分（受付
は午前10時30分から）　ところ　SAYAKA
ホール・大ホール　※会場周辺道路での駐停
車は交通渋滞の原因になりますので、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（対象者で案内状が届いて
いない場合は問い合わせてください）　内容
式典　※手話通訳があります。式の企画・運
営には、新成人をはじめとする有志「成人式
企画運営委員」が参画しています
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ



■とき　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3,500円

（当日500円増）　■出演　桂文枝
ほか
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月２日㈮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）　《ひな
まつり会》３月２日㈮午前10時～ 11時

るんびに広場
【よちよちタイム・のびのびタイム同時開催】
とき・内容　①26日㈮／ごっこ遊び、②２月
２日㈮／鬼（節分）遊び、③23日㈮／ひな人形
制作、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　①動きやす
く汚れてもよい服装、タオル、②③動きやす
く汚れてもよい服装、タオル、はさみ、のり
【パパ・ママ準備教室】
とき　２月３日㈯午前10時～ 11時30分 
対象　初めての赤ちゃんを迎える妊婦と夫
内容　新米父母が慌てないための、赤ちゃ
んの知識や関わり方について　定員　10組
程度（当日先着順）
問い合わせ　ルンビニ保育園☎365－8808

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　①10日㈬・②24日㈬いずれも午前
10時～午後０時　※24日はミュージック
ベル演奏を行います　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

スポーツ
学校体育施設利用団体の登録
　市内の小・中学校の運動場・体育館をスポー
ツ活動に使用できるように、学校教育に支
障のない範囲で開放しています。４月から
平成31年３月までの間に施設の使用を希望
する団体は、登録してください。平成29年
度に登録した団体も新たに申請が必要です。
対象　各校区内に住んでいるおおむね 10人
以上が所属し、20歳以上の責任者がいる団
体　申し込み　26日㈮までに、社会教育・ス
ポーツ振興グループで配布する申込用紙に

た申し込み」と、郵便番号・住所・参加する母
親と子どもの名前（ふりがな）・電話番号・子
どもの生年月日・参加理由・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。官製はがきを持っ
て直接も可。30日㈫消印有効
【妊婦さんあつまれ～♪友だちをつくりませ
んか？～】
とき　２月14日㈬・21日㈬・28日㈬いずれ
も午後２時～４時（全３回）　ところ　研修室
２　対象　市内に住んでいて、初めて出産
する妊娠５か月以降の妊婦　内容　妊婦同
士の交流　申し込み　官製はがきに「妊婦さ
んあつまれ申し込み」と、郵便番号・住所・名
前・電話番号・出産予定日を書いて、〒589－
0022西山台三丁目２－１ぽっぽえん。直接
または電話も可。２月９日㈮消印有効
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　15日㈪午前10時～ 11時　ところ	
池尻保育園　内容・講師　「フランスのミニ
額づくり」中尾佳恵さん／アトリエ「ル・マレ」
定員　10人（先着順）　申し込み　12日㈮ま
でに電話で池尻保育園
【ふれあいウェンズデー】
とき　10日㈬午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　池尻保育園・園庭
【ふれあいサタデー】
とき　27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

保育園・認定こども園の行事
●ルンビニ保育園／☎365－8808

《園庭開放》月～金曜日のいずれも午前10時
～ 11時30分
●きらり保育園／☎366－3707

《も ち つ き 大 会》10日 ㈬ 午 前10時 ～ 11時 
《お正月遊び》17日㈬午前10時～ 11時　《吹奏
楽コンサート》２月14日㈬午前10時～ 11時
●山本こども園／☎360－7000

《もちつき大会》11日㈭午前10時～ 11時 
《なかよし散歩》16日㈫・２月13日㈫いずれ
も午前10時～ 11時（雨天中止）　《豆まき》２

必要事項を書いて、社会教育・スポーツ振興
グループへ直接　
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

市民（硬式）テニス教室
とき　３月５日～４月23日の毎週月曜日い
ずれも午前９時15分～ 10時45分　※雨天
予備日は５月７日・14日　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　５日
㈮～ 31日㈬に、住所・名前・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
問い合わせ　テニス連盟教室担当（飯塚☎
090ー 8367ー 7267）

狭山卓球選手権大会
とき　21日㈰午前９時から　ところ　総合
体育館　種目　①一般男子の部、②一般女子
の部、③ラージ男子の部、④ラージ女子の部
形式　２人によるチーム戦（予選リーグによ
る決勝トーナメント方式）・オープン制　参加
費　１チーム 2,000円（保険料含む。当日徴
収）　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、〒589－0023大
野台三丁目27－7狭山卓球協会へ郵送。ファ
クシミリ（FAX320－2885）も可。10日㈬必着 
※ファクシミリの場合は電話連絡が必要
問い合わせ　狭山卓球協会（中田☎366－
3600）

図 書
図書館リサイクルブックフェア
in 新春こどもまつり 2018
　　図書館の除籍本や寄贈図書を有効に利用
するためリサイクルブックフェアを開催し
ます。
とき　７日㈰午前10時～午後３時30分　と
ころ　市立公民館（新春こどもまつり会場内）
持ちもの　本を入れる袋
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）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。
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〉10日・
24日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉11日・
18日・25日、土曜日〈午後３時～３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）

13 日㈯チケット発売　１月公演の案内

さやか寄席　吉弥よね吉二人会さやか寄席　桂文枝独演会
■とき　２月25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
3,000円（当日500円増）　■出演　桂吉弥、桂よ
ね吉、桂弥っこ　■会員先行予約　６日㈯～10日
㈬　※会員価格2,700円。1人４枚まで桂文枝

桂
よ
ね
吉

桂
吉
弥

子 育 て

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ
【お正月遊びおもちゃ制作】
とき　９日㈫・10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）
【節分制作】
とき　18日㈭・19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）
【子育て講座「みんなの音楽会」】
　子どもが楽しめる曲から、大人が聴いて
癒される曲まで、誰にでも親しんでもらえ
る音楽会です。
とき　17日㈬午前10時30分～ 11時15分
ところ　研修室１　内容　グループ「ドル
チェ」によるピアノやマリンバなどの演奏会
【子育て講座「ミニマネー講座」】
とき　29日㈪午前10時30分～ 11時30分
ところ　研修室１　対象　就学前の子ども
と保護者　内容　子育てに必要なお金、家
を購入するための予算の立て方、計画的な
資金準備のポイントなど　定員　15組（多数
の場合は抽選）　申し込み　５日㈮～ 12日
㈮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～近くの
集会所、公園、幼稚園で一緒に遊ぼう～】
とき	・ところ　10日㈬／西幼稚園・南第二幼
稚園、15日㈪／茱 木中央公民館、17日㈬
／南第二幼稚園・東野地区公民館、18日㈭／
池尻コミュニティホール、24日㈬／西幼稚
園、25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
【親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがき
た！”】
とき　２月６日㈫・13日㈫・20日㈫・27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９月１日
～ 11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

６日・20日、日曜日〈午後１時30分～２時〉
14日・21日・28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）
問い合わせ　図書館

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。
問い合わせ　図書館

図書返却ポストの休止情報
　下表の日程は、図書返却ポストを使用で
きません。
大阪狭山市駅、
金剛駅西口 ５日㈮午後１時まで

図書館 ５日㈮午後８時まで
問い合わせ　図書館

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

金剛駅、大阪狭山市駅に設置
（回収は一日１回)


