
※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」
　男女共同参画週間のキャッチフレーズ「男
で○、女で○、共同作業で◎。」をテーマに、
参加者で話しながらアドバイザーとともに
考えます。
とき　26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　催し名と住所・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ー
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

国際理解公開講座（2017年度前
期）
　「米国を知る」をテーマにした講座です。
とき・内容　①７月１日㈯「トランプ政権
下のアメリカ経済」宮田由紀夫さん／関西
学院大学国際学部教授、②８日㈯「欧州の
視点から捉えた米国社会の現状」薬師院仁
志さん／帝塚山学院大学リベラルアーツ
学部教授、③22日㈯「現代アメリカにおけ
る移民政策と排外主義」南川文里さん／立
命館大学国際関係学部教授、いずれも午
後２時～４時　ところ　SAYAKA ホール・
大会議室　参加費　1,000円（３回分）　定

員　90人（先着順）　申し込み　往復はが
きに住所・名前（ふりがな）・電話番号を書
い て、 〒589－8585今 熊 二 丁 目1823帝
塚山学院大学国際理解研究所公開講座係 
※１日㈭以降に投函してください
問い合わせ　帝塚山学院大学国際理解研究
所☎365－1981

お家を cafe に！紅茶の講座
とき　７月９日㈰午後２時～３時30分　と
ころ　社会教育センター・会議室　対象　18
歳以上の人　講師　中村昌寛さん／パティ
シエ・ティーコーディネーター　参加費	
500円（ケーキ付）　定員　10人（先着順）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、23日㈮ま
でに各窓口へ直接。ファクシミリ（FAX368ー
0121）も可
問い合わせ　社会教育センター

スポーツ

ためしてレクスポ♪（健康吹矢）
　腹式呼吸の指導を受けて行う健康吹矢体
験です。
とき　23 日㈮午後７時～９時　ところ　市
立公民館・集会室１　対象　15 歳以上の人
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

問い合わせ　テニス連盟（北川☎ 090 －
7356 － 5420）

図 書

展示「本が泣いています」
　図書館でのマナー向上
を呼びかけるため、書き
込みのあった本、水濡れ
や破れ、切り取られて読
めなくなった本を展示し
ます。
とき　 1日㈭～ 29日㈭　ところ　図書館
問い合わせ　図書館

展示「教科書見本本」
　市内の小・中学校で平成30年度に使用する
教科書見本本の展示会を行います。
とき　16日㈮～ 7月14日㈮午前９時～午後
８時　※30日㈮は休館　ところ　図書館
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

バリアフリー図書体験 in ハート
ケアフェスタ
　大きな文字で書かれた大活字本、やさし

※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 はげましで　ぼくの心は　あたたかい　（平成28年度人権啓発標語から）

〈投影日〉	４ 日 ㈰・11日 ㈰・18日 ㈰・
25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　生命の誕生～

〈ところ〉	市立公民館・プラネタリウム
室

※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

　「男女共同参画社会基本法」が施行された６月23日から 29日までは、「男女共同参
画週間」です。男性と女性が、家庭、地域、学校、職場で、それぞれの個性と能力を
発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、行政だけでなく皆さん一人ひ
とりの取り組みが必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、
この機会に考えてみませんか。

問い合わせ　内閣府男女共同参画局総務課広報啓発担当☎03－5253－2111

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「健康吹矢体験」と郵便番号・
住所・名前（ふりがな）・電話番号・あればファ
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（http://www.osakasayama-
kouminkan.jp/）からも可。13 日㈫必着
問い合わせ　市立公民館

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

夏休み「親と子のキッズテニス」
教室
とき　７月29日㈯午前10時～午後０時（午
前９時45分集合）　ところ　総合体育館　対
象　市内に居住・通園・通学する４歳～小学
４年生（保護者同伴）　参加費　子ども１人に
つき 500円（保険料含む）　定員　A クラス

（４歳～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（貸出可）　申し
込み　３日㈯～７月15日㈯に希望クラスと
住所・名前（ふりがな）・性別・学校園名・学年・
年齢・ラケットの有無・電話番号・保護者の
名前と同伴の有無をファクシミリ（FAX367－ 
4547）でテニス連盟事務局。電子メール

（fgsayama@mtj.biglobe.ne.jp）も可
　23日㈮～29日㈭は「男女共同参画週間」

キャッチフレーズは「男で○、女で○、共同作業で◎。」

　労働が認められていない在留資格の外国人が日本国内で働くことを不法就労と

いいます。不法就労は法律で禁止されています。不法就労させた雇用主は「不法

就労助長罪」として処罰の対象となります。

　外国人を雇用する場合は、パスポートや在留カードなどで「在留資格」、「在留期

間」を確認し、適正な雇用に配意してください。

来日外国人の 防止にご協力を

問い合わせ　黒山国際交流連絡協議会（黒山警察署内）

不法滞在

不法就労

図書館からのお知らせ

郵送料は実費です

金剛駅、大阪狭山市駅に設置

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

図書返却ポストが利用できます

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㈮

い表現のＬＬブックなどを展示。本を朗読
した録音図書などの試聴もできます。
とき　24日㈯午前10時～午後４時　ところ
ハートケアフェスタ会場（SAYAKA ホール）
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〉14
日・28日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉
１日・８日・15日・22日・29日、土曜日〈午
後３時～３時30分〉10日・24日、日曜日〈午
後１時30分～２時〉４日・11日・18日・25日
ところ　図書館
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
い人のための大活字本や、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
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中無休
※7月22日㈯にバファローズの選手との
キャンプファイヤーを開催予定。６月下旬に
球団ホームページ（http://www.buffaloes.
co.jp/farm）で発表
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

フクロウの生態を探ろう
　フクロウのペリットを観察して食べたも
のを推理します。フクロウを腕に乗せて軽
さを体験できます。
とき　25日㈰午前10時～午後０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）　参加費　500円

（材料費）　定員　20人（先着順）　持ちもの
使い捨てポリ手袋　申し込み・問い合わせ
ラ・フォレスタ☎0721－72－0090

気楽に楽しむヨガ講座
とき・内容　①11日㈰／りらっくすヨガ、②
25日㈰／おっさんヨガ、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

対象　15歳以上の人　申し込み　市立公
民館で配布する申込書に必要事項を書い
て市立公民館へ直接。または、はがきに

「ASOBOSAI ボランティア参加申込」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（http://www.osakasayama-
kouminkan.jp/）からも可。19日㈪必着
問い合わせ　市立公民館

催 し
狭山池歴史ウォーク

～1400年の古の時を訪ねて～

とき　11日㈰午前10時～午後３時（小雨決
行）　集合場所　狭山池博物館・受付　内容

「どっぷり・たっぷり狭山池 PART １－狭山
池の今昔－」をテーマにしたボランティアに
よる狭山池と狭山池博物館の紹介　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
へ郵送または直接。ファクシミリ (FAX367－
8892)または電子メール(sayamaike.walk@
gmail.com) も可。10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）☎367－8891

狭山池博物館からのお知らせ
【ミニ展示「陶

すえむら
邑の須恵器生産とその流通」】

とき　18日㈰まで　ところ　常設展示室第
５ゾーン　入場料　無料　

《講演会》とき　３日㈯午後１時30分～３時
ところ　ホール　内容・講師　「高蔵寺第13
号窯の調査について」阪田育功さん／大阪府
教育庁文化財保護課専門員　参加費　無料
定員　126人（当日先着順）　
【ボランティア企画「池守田中家文書をよむ～
狭山池古文書講座～」】
とき　18日㈰・７月１日㈯・８日㈯・29日㈯
いずれも午後２時～４時（全４回）　ところ
ホール　講師　加藤宏文さん／大阪府立春
日丘高等学校教諭　参加費　500円（４回
分）　定員　35人（先着順）　申し込み　はが
きに住所・名前・電話番号を書いて、〒589
－0007池尻中二丁目狭山池博物館「古文書
講座」係へ郵送または直接。ファクシミリ

（FAX367－8892）または電子メール（ikehaku.
komonjo@gmail.com）も可。13日㈫必着
問い合わせ　狭山池博物館ボランティア事
務局

プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦

　富田林バファローズスタジアムで、富田林
市・河内長野市との三市共催によるプロ野球ウ
エスタン・リーグ公式戦を開催します。当日は
金剛駅から臨時無料バスがあります。
とき　７月22日㈯・23日㈰いずれも午後１
時から　ところ　富田林バファローズスタ
ジアム（富田林市大字佐備）　料金　前売券／
高校生以上1,000円、小・中学生500円・当
日券／高校生以上1,200円、小・中学生600
円　※前売券が完売した場合、当日券の販
売はありません　販売場所　24日㈯から上
野スポーツ富田林店（富田林市常盤町10ー
33、☎0721－24－3135）、上野スポーツ
河内長野店（河内長野市西代町12―39、☎
0721－53－5005）いずれも水曜日は定休
日。観光交流施設「きらめきファクトリー」（富
田林市本町19－8☎0721－24－5500）年

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・あればファ
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㈪・②
10日㈯必着
問い合わせ　社会教育センター

花の文化園・第６回自然観察会
とき　24日㈯午後２時～３時　ところ　大
阪府立花の文化園・入園ゲート（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）　内容
園全体で約140品種、920株植栽している
アジサイをはじめ、その季節にしか見ること
のできない植物の姿や営みの観察　参加費
500円（園内レストランの飲みもの券付き） 
定員　15人（先着順）　申し込み　５日㈪か
ら電話で大阪府立花の文化園。ホームペー
ジ（http://gfc-osaka.com/news）からも可
問い合わせ　大阪府立花の文化園☎0721－
63－8739

ほっとさろん
　バンダナできんちゃく袋をつくり、おしゃ
べりを楽しみましょう。
とき　21日㈬・27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　200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ー 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

調べ学習教室
～自分の生まれた日を調査せよ！～

　自分の生まれた日には何があったのか、図
書館の本や新聞を使って調べてまとめます。
とき　７月１日㈯午後１時30分～３時30分
ところ　図書館・おはなしの部屋　対象　小
学４～６年生　参加費　無料　定員　６人

（先着順）　持ちもの　筆記用具　申し込み
10日㈯午前９時から図書館へ電話または直
接
問い合わせ　図書館

わくわく広場
とき・内容　10日㈯／スライムづくり、24
日㈯／ネイチャーゲーム、いずれも午後１時
～４時　※雨天の場合、内容を変更する場
合があります　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）　
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

ふれあいライブVol.15雨に唄えば
とき　17日㈯午後１時30分から　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、フルート、沖縄
唄三線ほか　入場料　無料（飲みもの代別途
100円）　申し込み　不要
問い合わせ　市立公民館

募 集
第２回さやま～再発見～バル参
加店
　バルチケットを持って飲食店などの店舗
をめぐるイベント「さやま～再発見～バル」を
９月22日㈮～ 24日㈰
に開催します。昨年は
市外からの参加を含め
て約600人が参加しま
した。このイベントに参加する店舗を募集
します。
募集期限　30日㈮　参加費　3,000円　申
し込み　大阪狭山市商工会のホームページ

（http://www.mydoo.net/shoukoukai/）
からダウンロードした参加申込書に必要事
項を書いて〒589－0021今熊一丁目540－
3さやまバル実行委員会へ郵送または直接。
ファクシミリ（FAX366－8584）または電子
メール（sayama_bar@yahoo.co.jp）も可
問い合わせ　さやまバル実行委員会（大阪狭
山市商工会内）☎365－3194

脱出アドベンチャーゲーム「ASO 
BOSAI」ボランティアスタッフ
　７月17日㈷に市立公民館で行われる脱出
アドベンチャーゲーム「ASOBOSAI」のボラ
ンティアスタッフを募集します。

　すべての住宅に、平成 23 年６月１日
から設置が義務付けられました。

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「押す」あるいは「引
きひもをひく」ことで、テスト音が鳴
るかどう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」を確認してください。10 年を目
安に交換してください。

問い合わせ　消防本部

住宅用火災警報器VS

大阪狭山市ARアプリ
　AR（拡張現実）を駆使して、市内のおすすめスポットからグルメ情報まで
大阪狭山市を満喫できる無料のスマートフォン用アプリです。

　■ダウンロード方法　下記の QR コードにアクセス、または iPhone は App Store　
　から、Android 搭載端末は Google Play からダウンロード
　■対応 OS　iOS ８．０以上、Android ４．３以上

QR コード

改修工事のお知らせ

　工事期間中は、騒音や交通規制な
どでご迷惑をおかけしますが、ご協
力をお願いします。
工事内容　屋内運動場大規模改造工
事（第七小学校）、給食用エレベーター
改修工事（南中学校）
工事期間　７月～９月中旬

問い合わせ　教育総務グループ

第七小学校
南 中 学 校

の維持管理
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れも午前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。ファク
シ ミ リ（FAX368－
2395）も 可　《園
庭開放》月～土曜日

（祝日など休日を除
く）午前10時～午後０時（雨天中止）対象　乳
幼児と保護者　
●つぼみこども園／☎367－3344

《プール開放》７月26日㈬・８月23日㈬いず
れも午前10時～ 11時（雨天中止）　対象　平
成23年４月～平成27年３月生まれの子ども
と保護者　申し込み　７月３日㈪から電話
でつぼみこども園。ファクシミリ（FAX367
－3544）も可　《園庭開放》毎週土曜日午前10
時～午後０時（雨天中止）　※ただし３日㈯・
７月22日㈯は除く　《絵本の読み聞かせ》17
日㈯・７月15日㈯いずれも午前10時～ 10時
15分　対象　乳幼児と保護者
●花梨つばさ保育園／☎366－0283

《子育てカフェ》①７月６日㈭・②８月４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　定員　４組（多数の場合は抽選）　申
し込み　①は 23日㈮、②は７月21日㈮ま
でに電話で花梨つばさ保育園　《園であそぼ
う》16日㈮・７月14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

子 育 て

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「第２弾カホン♪とえほんで楽し
んじゃおう！」】
とき　19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　音楽グループ「楽

らくらく
楽カホンサークル」に

よるカホン（打楽器）の演奏や楽しいパフォー
マンスと絵本の読み聞かせ　
【子育て講座「ベビーマッサージ」】
とき　30日㈮午後２時～３時　ところ　研
修室①　対象　２～７か月の子どもと保護
者　※29日㈭・30日㈮に予防接種をする人
は不可　内容　マッサージをすることで親
子のふれあいを楽しむ　講師　本田真依さ
ん／ハピハグ代表　参加費　100円（保険料）
定員　12組（多数の場合抽選）　持ちもの
バスタオル、飲みもの　申し込み　13日㈫
～ 19日㈪にぽっぽえんへ電話または直接

【妊婦さんあつまれ～友だちをつくりません
か？～】
とき　７月14日㈮・21日㈮・28日㈮いずれ
も午後２時～４時　ところ　研修室②　対
象　市内に住んでいて、初めて出産する安定
期に入った妊婦　参加費　無料　持ちもの	
飲みもの　申し込み　はがきに郵便番号・
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
んへ郵送または直接。７月10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　７月４日㈫・11日㈫・18日㈫・25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　平成29年２月１日～４月30日生まれの
第１子と母　内容　初めての子育てについ
てのグループワーク　参加費　無料　定員
20人（多数の場合は抽選）　申し込み　往復
はがきに郵便番号・住所・参加する母と子ど
もの名前（ふりがな）・子どもの生年月日・電
話番号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ぽっぽえんへ郵送または官製はがきを

持って直接。27日㈫消印有効
【あそびのひろば・あおぞらひろば】
とき・ところ　７日㈬／南第二幼稚園、13日
㈫／市立こども園、14日㈬／西幼稚園、15
日㈭／池尻コミュニティホール、16日㈮／
くみの木第７公園、19日㈪／茱萸木中央公
民館、21日㈬／東野地区公民館、西幼稚園、
南第二幼稚園、23日㈮／狭山池博物館・屋上
庭園、28日㈬／川向地区公民館、29日㈭／
南海狭山住宅自治会館、午前10時～ 11時
30分（市立こども園のみ午前９時30分～ 11
時）　※徒歩または自転車でお越しください
対象　就学前の子どもと保護者　持ちもの
飲みもの、タオル、子どもの着替え、オム
ツなど
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》14日㈬・７月12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》21日㈬午前10時～ 10時
30分　対象　０～３歳児と保護者　《七夕の
つどい》７月７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　対象　乳幼児と保
護者　※いずれも申し込みは不要
●大野台こども園／☎366－8957

《プール開放》７月26日㈬・８月23日㈬いず

保育士体験
とき　７月24㈪～ 26日㈬いずれも午前10
時～午後４時　ところ　①大野台こども園、
②つぼみこども園　対象　市内に住んでい
る高校生以上の人　定員　①３人、②５人 ( 

（いずれも先着順）　申し込み・問い合わせ
いずれも７月３日㈪から電話で①大野台こ
ども園☎366－8957、②つぼみこども園☎
367－3344

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
【ふれあいウェンズデー・ふれあいサタデー】
とき　17日㈯・28日㈬いずれも午前10時～
11時30分　ところ　池尻保育園　対象　市
内に住んでいる就学前の子どもと保護者
内容　園庭で遊ぼう
【パパママ教室】
とき　５日㈪午前10時～11時　ところ　池

尻保育園　定員　15人（先着順）　内容　ア
ロマの虫よけスプレーづくり　講師　本田
真依さん／ハピハグ代表　申し込み　３日
㈯までに電話で池
尻 保 育 園 ☎367－
2020
【あおぞらひろば】
とき・ところ　２日
㈮／かがやき広場、
９日㈮／東野第１公
園、16日㈮／池尻第８公園、いずれも午前
10時～ 11時30分　※徒歩または自転車で
お越しください　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
問い合わせ　池尻保育園☎367－2020

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。

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）

６月公演の案内

■とき　21日㈬午後６時開場 / ６時30分
開演　■会場　小ホール（全席指定）　■
前売　一般2,200円（１ドリンク付、当日
300円増）　■予定曲　ムーンライト・セ
レナーデ、雨の日と月曜日は、ワーク・ソ
ング　ほか　■出演　古谷充カルテット

［古谷充（Sax.Vo）、石田ヒロキ（Pf）、西川
悟志（B）、渕雅隆（Dr）］、Gee Baby[ 阪井
楊子、宮藤晃妃 ]

第1回「ジェントル・レイン」
SAYAKA JAZZ LOUNGE vol. ８ –Lover’s Concerto–

とき　①７日㈬・②21日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※21日はおはなし会を行い
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

スマイル bébé
～赤ちゃんが集まって一緒に遊びましょう～

とき・ところ　①大野台こども園、②つぼ
みこども園いずれも 15日㈭・29日㈭・７月
６日㈭・13日㈭午前10時～ 11時（受付は午
前９時45分から）　対象　平成28年４～８
月生まれの子どもと保護者　参加費　無料 
定員　いずれも各５組（多数の場合抽選）　申
し込み　①電話で大野台こども園（☎366－
8957）。ファクシミリ（FAX368－2395）も可、
②電話でつぼみこども園（☎367－3344）。
ファクシミリ（FAX367－3544）も可。いずれ
も９日㈮まで

■とき　17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　桂あさ吉、桂吉の丞、桂米輝

第２回「あさ吉のすまいる落語会」

広報おおさかさやま広告募集！！（有料）

　問い合わせ　　　・ＳＴ綜合広告☎072－368－1227
　　　　　　　　　・合同会社 IM 総合企画☎072－242－7997　
　　　　　　　　　・㈱阪奈宣伝社大阪支店☎ 06－6214－5583
　　　　　　　　　・㈱ホープ☎092－716－1404　

■発行部数　　　26,900部（市内全世帯・官公庁など）
■広告サイズ　　大枠（縦60mm × 横188.5mm）
　　　　　　　　小枠（縦60mm × 横93.2mm）１色刷り

産業振興を図り、商品やサービスなどに関する情報を市民に提供するため、「広報おおさかさや
ま」に広告を掲載しています。広告掲載を希望する事業者の皆さんは、次のいずれかの広告代理
店へ問い合わせてください。

さやかミニ落語会・６回シリーズ

桂
米
輝

桂
あ
さ
吉

古
谷
充

桂
吉
の
丞

10 日㈯チケット発売

劇団四季ミュージカル　「アンデルセン」
■とき　９月１日㈮午後６時開場／ 6時30分開演　■会場　大ホール（全席指定）　■前売　S
席8,640円、A 席6,480円、B 席3,240円（いずれも当日500円増）　■会員先行予約　３日㈯
～７日㈬　※１人４枚まで

撮影：上原タカシ（前回公演より）


