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　人権連続学習講座
～ヒューマンライツ・アクト～

とき　14日㈬午後２時から　ところ　SA 
YAKA ホール・大会議室Ｌ　対象　市内に
居住・通勤・通学する人　内容・講師　「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　40人（先着順）　申し
込み　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、ファクシミリ

（FAX366－0051）で市民相談・人権啓発グルー
プ。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。
13日㈫必着
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

狭山池博物館公開講座
　　とき　①10日㈯・②17日㈯・③24日㈯い
ずれも午後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　① ｢ 狭山池ダムから近現代の
ダムへ」宮崎泰史さん／狭山池博物館学芸員 
② ｢ 河内平野の条里型水田」大野薫さん／狭
山池博物館学芸員、③「城山遺跡で見つかっ
た古墳～亀井遺跡の水田開発に関わった人た
ちの墓～」岩瀨透さん／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

歴史文化セミナー簡修館
　平成29年９月に開催した「歴史文化セミ
ナー簡修館」において、気象警報の発令によ
り中止となった第３回の講座を実施します。
とき　18日㈰午後１時30分～３時（開場
午後１時）　ところ　狭山池博物館・ホール 
内容・講師　「上田宏範先生　前方後円墳の
研究そして狭山の地名研究」橋上猛雄／市教
育委員会　参加費　無料　定員　126人（当
日先着順）
問い合わせ　歴史文化グループ

講 座 きらっと塾「メディア・リテラシー
を考える」
　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。
とき　26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
　催し名・住所・名前・年齢・電話番号をファ
クシミリ（FAX247ー 7047）できらっとぴあ。
電話または電子メール（os-gender@water.
ocn.ne.jp）も可

あったらいいな「まるごと支援」
～よき理解者と歩む大切さ～

　不登校や鬱
うつ

など様々な理由で社会と繋が
りを持てず引きこもってしまうケースに寄
り添うには何が大切かを学びます。
とき　３月４日㈰午後２時～５時　ところ 
市役所南館・講堂　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　催し名・住所・
名前・年齢・電話番号をファクシミリ（FAX247
－7047）できらっとぴあ。電話または電子
メール（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

子どもにどう伝える？性のこと
～きらっと女子大～

　子どもが自分の身を守れるよう、またきち
んと子どもに寄り添える大人であるために、
大切だけど聞きにくいこと、話しにくいこ
とを上手く伝えるコツを学びましょう。
とき　①26日㈪午前10時30分～午後０時
30分、②３月12日㈪午前10時30分～午後
０時30分、③３月17日㈯午後１時30分～
午後３時30分　ところ　①②市役所南館・
会議室、③市役所南館・講堂　内容・講師 
①「３才から始める性のはなし」徳永桂子さん
／思春期保健相談士、②「思春期の性のはな
し～こんなふうに伝えてみよう～」徳永桂子
さん、③「最新スマホ・SNS 事情を知ろう～
大人が知らない子どもの世界～」篠原嘉一さ
ん／ NIT 情報技術推進ネットワーク　参加

費　無料　定員　①②20人、③50人（先着
順）　申し込み・問い合わせ　催し名・住所・
名前・年齢・電話番号をファクシミリ（FAX247
－7047）できらっとぴあ。電話または電子
メール（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

催 し
「安心」できる防災～直後編～

　いざという時の不安を出来るだけ取り除
くために何をすればいいのかを防災士と一
緒に学びましょう。
とき　３月３日㈯午後２時～４時30分　と
ころ　市役所南館・講堂　対象　市内に居住・
通勤・通学する人　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・電話番号をファクシミリ（FAX247
－7047）できらっとぴあ。電話または電子
メール（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

わくわく広場
とき・内容　10日㈯／木製写真立てづくり、
24日㈯／コップ工作、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　いずれも 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

親子で作ろう！素敵なミニアル
バム
とき　26日㈪午前10時30分～午後０時 
ところ　市立公民館・多目的室　対象　１
歳～就学前の子どもと保護者　内容　シー
ルなどを使った簡単なペーパークラフトの
作成　参加費　無料　定員　15組（先着順） 
持ちもの　子どもの写真などアルバムにし
たい写真５枚（10㎝四方に貼れるサイズのも
の）　申し込み　１日㈭～９日㈮いずれも午
前９時～午後３時に、住所・名前・電話番号・
参加する子どもの名前と年齢を電話で主任
児童委員（宮﨑☎365－1260）
問い合わせ　大阪狭山市民生委員児童委員

協議会主任児童委員部会事務局（社会福祉協
議会内）

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「ぶらり狭山池歴史探訪」
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。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）

市立郷土資料館企画展「くらしの
道具展」
　江戸時代から大正時代に主流であった銅
の柄鏡と昭和時代に急速に普及したガラス
鏡をとおして、人々と鏡のかかわりを紹介
します。
とき　６日㈫～３月４日㈰　ところ　狭山
池博物館・特別展示室

【講座】
とき　３月３日㈯午後２時～４時（午後１時
30分開場）　ところ　狭山池博物館・ホール 
内容・講師　「鏡にうつされた過去～未来」
西川寿勝さん／狭山池博物館学芸員　定員 
126人（当日先着順）
問い合わせ　狭山池博物館

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
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　①10日㈯・②24日㈯・③３月10日
㈯いずれも午後２時～４時　ところ　市
役所南館・会議室　内容　①生きる編／長
岡秀貴さん「時間という財産～本当の幸せ
のための新しい生き方とは？～」、②教育
編／大手智之さん「これからの未来に必要

な教育とは？～多くの職業が AI にとって
代わろうとしているとき、これからの学
校教育は？～」、③宗教編／松山大耕さん

「“悟りとは？”宗教者の寛容性～忙しさの
中でこころを失っている現在、今一度宗教
のこころに触れる～」　コーディネーター 
浅田繁夫さん／ＮＰＯ法人南大阪サポート
ネット代表　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・電話番号をファクシミリ（FAX247
－7047）できらっとぴあ。電話または電子
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　①11日㈰／りらっくすヨガ、②
25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。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㈪・②
10日㈯必着
問い合わせ　社会教育センター

ほっと・さろん
　和布でおひなさまをつくりながら、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　対象　女性　参加
費　500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

※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 あいさつで　みんなにえがお　とどけたい　（平成29年度人権啓発標語から）
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い手洗いの仕方、嘔吐の処理の実演や市
立こども園おすすめのレシピの紹介など 
講師　市立こども園看護師、栄養士　

【ひなまつり制作】
とき　22日㈭・23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）

【サークル「さくらんぼ」による絵本ライブ】
とき　８日㈭午前10時30分～ 11時　ところ 
研修室１　対象　就学前の子どもと保護者

【人形劇団赤いりんごによる「赤ずきんちゃん
かな」、アートバルーンショー】
とき　17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

【あそびのひろば・あおぞらひろば～近くの
集会所、幼稚園で一緒に遊ぼう～】
とき ・ところ　７日㈬／西幼稚園・南第二幼
稚園・東野地区公民館、14日㈬／西幼稚園、
15日㈭／池尻コミュニティホール、19日㈪
／茱 木中央公民館、20日㈫／市立こども園、
21日㈬／南第二幼稚園、22日㈭／南海狭山
住宅自治会館、23日㈮／南第二幼稚園（乗り
物フェスタ）、28日㈬／川向地区会館、いず
れも午前10時～ 11時30分（市立こども園の
み午前９時30分～ 11時）　※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
問い合わせ　ぽっぽえん

発達障がい児等支援事業“手をつ
なＧＯ！” 
　発達のサポートが必要な子どもが、日常生
活や学校園生活をより快適に自尊心をもっ
て過ごせるよう、療育（一人ひとりの子ども
に応じた個別支援）事業を行います。
期間　４月～平成31年３月（隔週１回）　と
ころ　ぽっぽえん・研修室１　対象　発達障
がいなど支援を必要とする小学３年生までの
子どもと保護者　参加費　無料（教材費など
の実費と保険料2,800円程度が別途必要）　
申し込み　市役所子育て支援グループ、保健
センター、市内の保育園・認定こども園・幼稚
園・小学校、ぽっぽえんに設置している「利用
申込書」に必要事項を書いて、９日㈮～ 16日
㈮にぽっぽえんへ直接（祝日など休日を除く）

【説明会】とき　３日㈯午前10時～ 11時、
５日㈪午後１時30分～２時30分　ところ 
ぽっぽえん・研修室１
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　22日㈭午前10時30分～ 11時30分 
ところ　池尻保育園　内容　「英語であそぼ
う」イソップイングリッシュクラブ　定員 
20人（先着順）　申し込み　16日㈮までに電

子 育 て

今月は児童手当の支払い月です
　10 ～１月分の児童手当を８日㈭に振り込
みます。住所変更や対象児童数に変更があっ
たときは必ず届け出てください。届け出がな
い場合、後日返還金が生じることがあります。
問い合わせ　子育て支援グループ

母子・父子・寡婦福祉資金の貸
付制度
　ひとり親家庭および寡婦の経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、その扶養し
ている子どもの福祉を増進するために、母子・
父子・寡婦福祉資金の貸付制度があります。
　資金の内容や手続き方法など、詳しくは
問い合わせてください。
問い合わせ　子育て支援グループ

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ

【ファミサポ合同研修会「子どもの病気と栄養
について】
とき　14日㈬午前10時30分～ 11時30分 
ところ　研修室１　対象　ファミサポ会員
とファミサポに関心のある人　内容　正し

話で池尻保育園
【ふれあいウェンズデー】
とき　７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　17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

認定こども園・保育園の行事
●大野台こども園／☎366－8957

《第39回なかよし発表会》10日㈯午前９時
30分～午後０時　ところ　SAYAKAホール・
大ホール　《園庭開放》月～土曜日（10日㈯、
祝日を除く）いずれも午前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

《第16回なかよし発表会》10日㈯午後１時
～３時30分　ところ　SAYAKA ホール・大
ホール　《園庭開放》毎週土曜日（10日㈯・３
月３日㈯・17日㈯・31日㈯を除く）いずれも
午前10時～午後０時　※３月10日㈯午前
10時～ 10時15分は絵本の読み聞かせをし
ます。雨天中止　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》３月１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　22日㈭までに電話で花梨
つばさ保育園　《園であそぼう》９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
●市立こども園／☎366－0080

《お楽しみ会》２日㈮・３月２日㈮いずれも午
前10時～ 10時30分　対象　０～３歳児と
保護者　《お話会》14日㈬・３月７日㈬いず
れも午前10時～ 10時30分　対象　２歳児
と保護者　《絵本ライブ》26日㈪午前10時～
10時20分／０～２歳児と保護者、②午前10
時25分～ 10時55分／３歳児と保護者　《園
庭開放・身体計測》月～金曜日（祝日を除く）
のいずれも午前10時～午後０時、午後２時
～４時

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　①７日㈬・②21日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※21日は歯みがき講習を行
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

保育士体験
●大野台こども園／☎366－8957
とき　３月26日㈪～ 28日㈬いずれも午前
10時～午後４時　ところ　大野台こども園 
対象　市内に住んでいる高校生以上で、上
記日程のいずれか参加可能な人　定員　３

人（先着順）　申し込み　３月１日㈭～ 23日
㈮に電話で大野台こども園
●つぼみこども園／☎367－3344
とき　３月26日㈪～ 28日㈬いずれも午前
10時～午後４時　ところ　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　
５人（先着順）　申し込み　３月１日㈭～ 23
日㈮に電話でつぼみこども園

募 集
文化協会加盟団体
　文化協会では、加盟団体を募集しています。
詳しくは、問い合わせてください。
募集部門　音楽・演劇部、舞踊部、美術部、
生活文化部
問い合わせ　文化協会（松尾☎365ー 7238）

【さやま検定・大阪狭山こども検定受験者】
とき　４月８日㈰午後１時30分～２時30分　ところ 
SAYAKA ホール・大会議室、市役所南館・講堂　内容　さや
ま検定公式テキストブックから出題　受験料　500円（検定
当日徴収、高校1年生以下の人は無料）　申し込み　大阪狭
山市商工会、市役所市民協働推進グループ、市民活動支援セ
ンター、狭山池博物館で販売（800円）するテキストにある申
込書に必要事項を書いて、〒589－8691大阪狭山郵便局私
書箱27号狭山池まつり実行委員会「さやま検定」へ郵送。ファ
クシミリ（FAX360－3805）も可。１日㈭～３月30日㈮必着
※優秀者は、狭山池まつりで表彰します

【狭山池まつり出演・出展者】
とき・内容　①【龍神舞台】4月28日㈯・29日㈷／特設野外ステー
ジ上での演奏、コーラス、ダンスなど、②【ライブグリーン】4
月29日／南堤での簡易音響による演奏、アカペラなど、③【パ
フォーマンス】4月28日／大道芸、似顔絵、ストリート演奏、占
いなど、④【ワークショップ】4月28日／芸術・文化・自然などの
社会活動、日頃の活動や趣味など、⑤【ガレージセール】4月29
日／フリーショップ　参加資格　⑤は代表者が市内に居住・通
勤・通学する人　申し込み　28日㈬までに狭山池まつり実行委
員会事務局　※申込方法など詳しくは募集要項をご覧ください。 
模擬店の公募は行いません

　狭山池まつりで実施する催しの参加者を募集します。詳しくは、
５日㈪から大阪狭山市商工会、市役所市民協働推進グループ、市立
コミュニティセンター、市立公民館、狭山池博物館、市民活動支援
センターで配布する募集要項、または狭山池まつり実行委員会ホー
ムページ（http://www.mydoo.net/ikematuri/）をご覧ください。

狭山池まつり2018参加者募集
問い合わせ　狭山池まつり実行委員会事務局（大阪狭山市商工会館内）
☎360－3805、電子メール（ikematuri@mydoo.net)

〈投影日〉 ①4日㈰・②11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〉 ①「流星☆ウォッチ」、②「宇宙ヒ
ストリー～天の川銀河誕生～」

〈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

親子で参加、子どもの人権を考える

　人権学習講座「叱らず問いかける」
　
　子どもへのしつけの場面で、叱らずにうまく伝えるヒントを見
つけに来ませんか。小学生未満の保育があります。
とき　３月３日㈯午後１時30分～３時（受付は午後１時から）　と
ころ　市立公民館・多目的室　講師　池上正さん／ NPO 法人 I.K.O
市原アカデミー理事長　対象　市内に居住・通学するおおむね３歳
～小学生の子どもと保護者　定員　50人（多数の場合は抽選）　申
し込み　はがきに住所・名前（ふりがな）・電話番号・保育の有無を書
いて、〒589－8501大阪狭山市役所社会教育・スポーツ振興グルー
プ。電話またはファクシミリ（FAX367－6011）も可。20日㈫必着
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

　パパクエスト in大阪狭山

　子どもと一緒にクイズや
ゲームに挑戦し、育児参加
の楽しさを考えるワーク
ショップです。
とき　３月３日㈯午前10時～午後0時30分（受付は午前９時
45分～午後０時）　ところ　市立公民館・大集会室ほか　対
象　市内に居住 ･ 通学するおおむね３歳～小学生の子どもと
保護者　参加費　無料　定員　100人（当日先着順）　※ 受
付時に整理券を配布します
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ



25 広報おおさかさやま 2018.2 24広報おおさかさやま 2018.2

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）

親子のキッズテニス教室
とき　３月21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）　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㈯～３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）

トランポリンバッジテスト会
とき　４日㈰午前９時～午後０時　ところ 
総合体育館・メインアリーナ　対象　市内
に居住・通勤・通学する人　内容　公益財団
法人日本体操協会認定トランポリン運動の
基礎種目５級～１級受験　※合格者には認
定証とバッジを授与　参加費　2,000円（３
級～１級は別途500円）　定員　80人（先着
順）　申し込み　１日㈭までにトランポリン
協会事務局で配布する申込用紙に必要事項
を書いて、ファクシミリ（FAX205ー 4141）で
トランポリン協会事務局
問い合わせ　トランポリン協会事務局（杉浦
☎205ー 4141）

市長杯トランポリン競技
とき　４日㈰午後０時～５時　ところ　総
合体育館・メインアリーナ　対象　市内に
居住・通勤・通学する人、またはトランポリ
ン協会に所属している人　参加費　300円 
定員　80人（先着順）　申し込み　１日㈭ま
でに、トランポリン協会事務局で配布する申
込用紙に必要事項を書いて、ファクシミリ

スポーツ
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

キッズ＆小学生サッカー体験
とき　13日㈫・27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）

小学生タグラグビー体験
とき　17日㈯・24日㈯いずれも①午前９時
～10時30分、②午前10時30分～午後０時 
ところ　市民総合グラウンド　対象　①小
学４～６年生、②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）

俊足・かけっこ教室体験
とき　５日㈪・８日㈭いずれも午後５時～
６時　ところ　市民総合グラウンド　対象 
小・中学生　参加費　無料　定員　いずれも
15人（先着順）　申し込み　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

（FAX205ー 4141）でトランポリン協会事務局
問い合わせ　トランポリン協会事務局（杉浦
☎205ー 4141）

インディアカ教室
　インディアカは、羽のついたボール（イン
ディアカ）を片手で打つ、バレーボールに似
たスポーツです。
とき　３月４日㈰午前９時～午後０時　と
ころ　池尻体育館　対象　一般／中学生以
上、シニア／おおむね 55歳以上　参加費 
100円（保険料）　持ちもの　運動ができる服
装、体育館シューズ　申し込み　28日㈬ま
でに、「インディアカ教室参加希望」と、住所・
名前・年齢・性別・電話番号をファクシミリ

（FAX365－1440）でインディアカ協会
問い合わせ　インディアカ協会（川端☎080
－1525－7488）

軟式野球連盟新規加入チーム
　４月から始まる春季大会に新規で参加す
るチームを募集します。
対象　市内に居住・通勤する人を含む 18歳
以上の人で構成する、同一のユニフォーム

を着用しているチーム　申し込み　27日㈫
までに電話で軟式野球連盟事務局
問い合わせ　軟式野球連盟事務局☎368ー
6411

展 示
なかよし作品展
とき　14日㈬～ 16日㈮午前９時～午後８
時（16日は午後３時まで）　ところ　すばる
ホール（富田林市桜ヶ丘町／南海高野線「金
剛駅」から南海バス「小金台二丁目バス停」下
車）　内容　南河内地区小・中学校の支援学
級と富田林・藤井寺両支援学校の児童・生徒
作品展
問い合わせ　南第二小学校（北中☎366－
1838）

近畿夜間中学校「連合作品展」
とき　11日㈷午前９時10分～午後１時55
分　ところ　ベイコム総合体育館（兵庫県尼
崎市西長洲町／ JR 神戸線「尼崎駅」下車）　内
容　近畿の夜間中学校の生徒作品展

　

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）

10 日㈯チケット発売　２月公演の案内

さやか寄席　桂米朝一門会

■とき　４月30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　桂ざこば、桂南光、桂米團治、桂吉弥、桂しん吉、桂
團治郎　■会員先行予約　３日㈯～７日㈬　※会員価格3,150
円。1人４枚まで
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図 書

図書館からのお知らせ
【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。

【図書館おはなし会】
とき　水曜日〈午前11時～ 11時30分〉14
日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉１日・８
日・15日、土曜日〈午後３時～３時30分〉10
日、日曜日〈午後１時30分～２時〉４日・11
日・18日　ところ　おはなしコーナー（日曜
日のみ、おはなしの部屋）

【アンケートにご協力を】
　図書館では、サービスの向上を図るため
のアンケートを実施しています。ご協力を
お願いします。
実施期間　20日㈫まで　配布場所  図書館、
市立公民館、保健センター、社会教育センター
で配布する用紙に必要事項を書いて各窓口
へ直接　※図書館ホームページ（https://
www4.city.osakasayama.osaka.jp/）からも
回答可

【特別休館】
　特別整理期間のため休館します。
期間　21日㈬～ 28日㈬

【特別貸出期間】
とき　７日㈬～20日㈫　冊数　１人20冊　
貸出期間　３週間  ※一部２週間貸出の資料
があります
問い合わせ　図書館

問い合わせ　尼崎市立成良中学校琴城分校
連合作品展担当者☎06－6482－5438

山口光行写真展
～We　face　that　nature～

　北海道で林業に従事しながら撮りためた
原野の写真展を開催します。
とき　２日㈮～３月25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

第11回書き初め展
とき　７日㈬～ 25日㈰　ところ　狭山池博
物館・ホール前など
問い合わせ　狭山池博物館

■とき　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　■出演　清水
ミチコ（司会・ピアノ）、小原孝（ピアノ）、島田歌穂（歌）、おしゃ
べり音楽館ポップスオーケストラ、藤野浩一（指揮）　■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

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～

大衆演劇 劇団紫吹大阪狭山公演

■とき　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%　 座長 紫吹洋之助
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図書館からのお知らせ

郵送料は実費です
図書宅配サービス

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

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

返却ポストが使用できます
金剛駅、大阪狭山市駅に設置

（回収は一日１回)

　本の殺菌・消臭ができる図書消毒機を設置して
います。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。無料で利用できます

図書消毒機

狭山池博物館は、
メンテナンスのため
４日㈰まで休館します
問い合わせ　狭山池博物館


