
※電話・ファクシミリのかけ間違
いにご注意ください

29 広報おおさかさやま 2017.5　 28広報おおさかさやま 2017.5

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」
　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　29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　内容	

「モラハラについて考える」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・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

好
こう

なりたい公民館♪
～これからの公民館の役割を考えよう!～

　自分の考えや情報の整理にも役立つワー
クショップです。
とき　21日㈰午後３時30分～５時30分 
講師　岩田直樹さん／アトリエカプリス 
参加費　無料　定員　30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）、年齢、性別、電話番号を書い
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 
※10日㈬必着。定員に達していない場合は、
当日申込も可

がん市民公開講座
　医師による肝がんの予防、乳がんの早期
発見についての講演や、キャスターで「112
日間のママ」の著者である清水健さんによる

「大切な人の『想い』とともに」というテーマの
講演を実施します。
とき　27日㈯午後１時から（開場は午前11
時）　ところ　ラブリーホール・大ホール（河
内長野市西代町／南海高野線「河内長野駅」下
車）　参加費　無料　定員　1,000人（当日先
着順）
問い合わせ　大阪南医療センター経営企画
室☎0721ー 53ー 5761

子育てに苦しさを感じている親のため
の「MY TREE ペアレンツ・プログラム」
　「MY TREE ペアレンツ・プログラム」は、
子どもの心と体にダメージを与えているこ
とに悩む親への回復プログラムです。子ど
もを深く知り、より受け入れることで子ど
もへの関わり方を考えます。
とき　６月５日～９月25日の毎週月曜日、
７月12日㈬・19日㈬・12月25日㈪・平成30
年３月５日㈪いずれも午前10時～午後0時
30分　ところ　富田林市立人権文化セン
ター（富田林市若松町／近鉄長野線「富田林
駅」下車）　参加費　無料　定員　10人（先着
順）　※保育あり（予約が必要）　申し込み・
問い合わせ　住所・名前・電話番号・保育の有
無を電話で富田林市人権協議会☎0721－24
－3700。または、ファクシミリ（FAX0721－
25－5952）も可

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

市民（硬式）テニス教室
とき　６月５日㈪・12日㈪・19日㈪いずれも
午前９時30分～11時30分（集合は午前９時
15分）　ところ　総合体育館　対象　経験年
数１年程度の市内に居住・通勤・通学する人、
またはテニス連盟会員　参加費　1,000円

（保険料含む）　定員　15人（先着順）　申し
込み　はがきに住所・名前・年齢・性別・電話
番号を書いて、〒589－0014大野東2069
－１テニス連盟事務局。ファクシミリ（FAX367
－4547）、または電子メール（fgsayama@
mtj.biglobe.ne.jp）も可。３日㈷～21日㈰必
着
問い合わせ　テニス連盟事務局☎ 367 －
4547

市長杯争奪春季卓球大会
とき　28日㈰午前９時から　ところ　総合
体育館　対象　市内に居住・通勤・通学して
いる人、または卓球協会会員　種目　ジュ
ニアの部（小・中学生）、一般の部（年齢制限

なし）、熟年の部（60歳以上）、ラージボール
（年齢制限なし）　参加費　無料　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、21日㈰午後８時までに総合体育
館へ直接
問い合わせ　卓球協会（中田☎366－3600 
または☎090－9708－2149）

ライフ親子グラウンド・ゴルフ大
会 in 大阪狭山
とき　21日㈰午前9時30分～午後０時※雨
天中止　ところ　市民総合グラウンド　対
象　市内に居住・通勤する保護者と小学生の
ペア　初めての人には、実施前に講習を行い
ます。　定員　64組（先着順）　参加費　１
人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、１日㈪～ 12
日㈮に総合体育館へ直接　
問い合わせ　スポーツ推進委員会事務局（社
会教育・スポーツ振興グループ内）

バドミントン交流会
とき　６月４日㈰午前の部／午前９時～午後
０時、午後の部／午後１時～６時　ところ	

総合体育館　対
象　 市 内 に 居
住・通勤する中
学 生 以 上 の 人 
内容　午前の部
／栄養士からみ
たスポーツと食
事に関するミニ

講座、午後の部／団体戦　参加費　一般・大
学生／ 600円、中学生・高校生／ 300円　申
し込み・問い合わせ　26日㈮までに電話でバ
ドミントン連盟（酒井☎366－0959)、また
はファクシミリ（FAX366－0959) も可

募 集
さやかフェスティバル参加者

　11月12日㈰にSAYAKAホール・大ホールで
開催する「さやかフェスティバル」の参加者を
募集します。今年度から午前を「こどもの部」、
午後を「一般の部」とします。音楽、舞踊、演芸（漫
才・落語）など、ジャンルは問いません（カラオ
ケは除く）。
対象　出演者の過半数が市内に住んでいて、
市内を中心に活動している団体・サークル・個
人　申し込み　１日㈪から SAYAKA ホール、
市役所市民協働推進グループ、市立公民館
で配布する募集要項を確認し、申込書に必
要事項を書いて６月30日㈮午後５時までに
SAYAKA ホール管理事務室へ直接　※多数
の場合は抽選
問い合わせ　SAYAKA ホール

※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 やめようよ　命の重さ　考えて　（平成28年度人権啓発標語から）

〈投影日〉	 ①７日㈰・14日㈰、②28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「惑星のひみつ☆木星」、②
『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

「保健センターだより」に間違いがありました

　４月号広報と併せて配布した「保健センターだより」に間違いがありました。深くお
詫びいたします。

問い合わせ　保健センター

　「保健センターだより」８ページ 正 誤

　野崎レディースクリニック 北区百舌鳥梅町 北区中百舌鳥町

　岡クリニック　 北区中百舌鳥町 北区百舌鳥梅町

■ 点字広報誌「ヘルシーおおさか 21」

　大阪府では、健康・医療などに関する情報を記載した点字広報誌「ヘルシーお
おさか 21」を年2回発行しています。今回のテーマは「蚊やダニによる感染症と
予防対策」です。希望者は富田林保健所に連絡してください。
　ヘルシーおおさか 21（点字広報）は、音声読み上げソフトに対応した内容を大
阪府ホームページに掲載しています。

問い合わせ　富田林保健所企画調整課☎0721－23－2681
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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

アコーディオンカードケースづくり
　本革のカードケースをつくります。
とき　28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	
1,500円　定員　10人（先着順）　持ちもの	
汚れてもよい服装　申し込み・問い合わせ	
ラ・フォレスタ☎0721ー 72ー 0090

ビューティタッチセラピー体験
　スキンケアやマッサージなど、肌に触れ
ることで心や体が健康になる体験をしませ
んか。
とき　28日㈰午後１時～５時　ところ	
市立コミュニティセンター・会議室　内容	
フェイシャルセラピー、ハンドセラピー、
フットセラピー　講師　日本介護美容セラ
ピスト協会ビューティタッチセラピスト 
参加費　各テーマ 500円　定員　各テーマ
15人程度（先着順）　申し込み・問い合わせ	
電話で市立コミュニティセンター

気楽に楽しむヨガ講座
とき・内容　①７日㈰／りらっくすヨガ、②
28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・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　※電話での申し

Ｂ指定席／高校生以上3,300 円、小・中学生
1,700円、内野自由席／高校生以上2,300円、
小・中学生1,100円　申し込み　市役所社会
教育・スポーツ振興グループ、総合体育館で
配布する申込書に必要事項を記入し、31日
㈬午後５時までに総合体育会館に直接。ま
たはファクシミリ（FAX365ー 7501）も可
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

第４回わんぱく相撲全国大会
～河内長野富田林場所～

とき　14日㈰午前10時～午後４時　ところ	
河内長野市赤峰市民広場（河内長野市小山
田町／南海高野線「千代田駅」から南海バス

「福祉センターあかみねバス停」下車）　対象	
大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子
町、河南町、千早赤坂村に住んでいる小学
４～６年生　内容　心身の鍛練と健康増進
を目的とした学年・男女別相撲大会、ちゃん
こ鍋の試食　参加費　無料　定員　100人

（多数の場合は抽選）　申し込み　（一社）富
田林青年会議所ホームページ（http://www.
tondabayashi-jc.org/）からダウンロードで
きる申込書に必要事項を書いて、５日㈷まで
にファクシミリ（FAX0721－24－0665）で（一
社）富田林青年会議所事務局。
問い合わせ　（一社）富田林青年会議所☎
0721－24－1231

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　16日㈫～６月18日㈰　ところ　常設
展示室第５ゾーン　入場料　無料　

《講演会》とき　６月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）　
【フレッシュコンサート「津軽三味線『笑風会』
コンサート」】
とき　21日㈰午後１時30分～３時（開場は
午後１時）　ところ　ホール　曲目　津軽
じょんがら節六段、津軽りんご節など　入
場料　無料　定員　126人（当日先着順）
【平成28年度特別企画展「土木遺産展～関西
の土木遺産巡歴～」】
とき　７日㈰まで　ところ　特別展示室 

内容　土木コレクション、毛
け

馬
ま

閘
こうもん

門・洗
あらいぜき

堰、
瀬田川洗堰の歴史、関西の土木学会選奨土
木遺産、絵葉書に見る関西の土木遺産、南
河内の土木遺産、大阪の川と橋
【第９回写真展「狭山池と狭山池博物館を写す」】
展示期間　16日㈫～ 28日㈰　ところ　特別
展示室　入場料　無料
問い合わせ　狭山池博物館

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	
須恵器の発掘と狭山池の歴史の関係につい
て　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。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）☎367－8891

プレママ・プレパパほっとカフェ
　妊娠、出産で気になること、子育てのこと、
みんなで気軽に話しませんか。助産師が質
問や相談にも応じます。当日はカフェの出
店もあります。
とき　27日㈯午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　保健センター　対象　初めての出産を
迎える妊婦と夫　内容　フリートークタイ
ム、助産師からのほっとアドバイス、リラッ
クス＆ストレッチ、子育て情報の案内　参
加費　無料（飲みもの代は実費）　定員　15
人（先着順）　申し込み・問い合わせ　保健セ
ンターへ電話または直接

ビブリオカフェ「本の交流会」
　本の魅力をいっしょにお話しませんか。
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　参加費　200円

（飲みもの代を含む）　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項を書いて各

込みはできません
問い合わせ　社会教育センター

わくわく広場
とき・内容　①13日㈯／リサイクル工作、②
27日㈯／ケント紙でつくる紙飛行機　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円が別途必要）　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

図 書

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

図書館おはなし会
とき　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〉６日・20日、水曜日〈午前11時～ 11
時30分〉10日・24日、日曜日〈午後１時30
分～２時〉７日・14日・21日・28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

青空リサイクルブックフェア
　公民館・図書館竣工40周年記念イベント内
で図書館の除籍図書や寄贈図書を有効に利
用するためにリサイクルブックフェアを開
催します。

とき　21日㈰午前10時30分～午後２時30
分（雨天決行）　ところ　図書館・玄関前広場
※本がなくなり次第終了します。袋は持参
してください。転売目的の参加はお断りし
ます
問い合わせ　図書館

図書館開館40周年記念事業
【図書館の思い出募集】
　開館40周年を記念して、皆さんが図書館
と共に過ごした思い出を募集します。素敵な
エピソードや写真などをお寄せ下さい。順
次館内で掲示します。
申し込み　図書館で配布する応募用紙に必要
事項を書いて、窓口へ直接。または、図書館ホー
ム ペ ー ジ（http://www4.city.osakasayama.
osaka.jp/）からダウンロードできる応募用紙
のデータを添付して件名を「40周年思い出」と
し、電子メール（osakasayama2017@gmail.
com）　※写真などは返却できません
【図書館年表】
　図書館の 40年の歩みを年表にして館内に
貼り出します。
【ブックカバー配布】
　１日㈪から開館40周年記念のブックカ
バーを配布します。※無くなり次第終了　
ところ　図書館　料金　無料
【記念ぬりえ】
　開館40周年を記念したぬりえ用紙を配布
します。提出してもらったぬりえは館内に
掲示します。
配布期間　30日㈫まで　掲示期間　６月29
日㈭まで　ところ　図書館
問い合わせ　図書館　

催 し
ほっとさろん
　ラインストーンのネックレスをつくり、
おしゃべりを楽しみましょう。
とき　17日㈬・23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　450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

スイーツ好きの男性集まれ
～パティシエと作るスポンジケーキ～
　お菓子づくり初心者から本格的に習って
みたい人まで、パティシエと一緒にケーキ
を焼いてみませんか。
とき　６月25日㈰午後１時30分～４時30
分　ところ　市立公民館・調理室　対象　男
性　講師　山尾純一さん／菓子工房 yamao
オーナーパティシエ　参加費　500円（材料
費）　定員　16人（先着順）　持ちもの　エプ
ロン、ハンドタオル、筆記用具　申し込み	
15日㈪から、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

オリックスバファローズ対中日
ドラゴンズ合同市民観戦デー
　富田林市・河内長野市・大阪狭山市の３市合
同市民観戦デーとして、オリックスバファロー
ズ対中日ドラゴンズの試合を観戦できます。
とき　６月11日㈰午後１時から　ところ	
京セラドーム（大阪市西区千代崎／大阪環状
線「大正駅」下車）　対象　市内に居住・通勤・
通学する人　入場料　Ｂ指定席／高校生以
上2,000円、小・中学生900円、内野自由席
／高校生以上1,600円、小・中学生以下無料 

【特典（オリ姫＆オリ達ユニフォーム）付き】

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：なし
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申し込み　往復はがきに郵便番号・住所・参
加する保護者と子どもの名前（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。23日㈫
～ 30日㈫消印有効
問い合わせ　ぽっぽえん

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　12日㈮／母の日製作、26日㈮／
時計で遊ぼう（製作）、６月16日㈮／父の日
製作、６月30日㈮／魚釣りごっこ、泥んこ
遊び、いずれも午前10時～ 11時30分　対
象　平成26年１月～平成28年３月生まれの
子どもと保護者　定員　10組（先着順）　申
し込み・問い合わせ　電話でルンビニ保育園
☎365－8808

認定こども園・保育園の行事
●きらり保育園／☎366－3707

《風とあそぼう》17日㈬午前10時～ 11時 
《歯科指導・歯科検診》６月２日㈮午前10時～
11時　《園庭開放》月～土曜日午前９時～午
後５時
●池尻保育園／☎367－2020

《こどもの日の集い》２日㈫午前10時～ 11時 
内容　端午の節句の話や、鯉のぼりくぐり
●山本こども園／☎360－7000

《こどもの日の集い》２日㈫午前10時～ 11時 
《内科検診》17日㈬午前９時30分～ 10時

子 育 て

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ
【絵本展】
とき　８日㈪～15日㈪午前10時～午後４時
30分（15日は午後０時まで）　ところ　研修
室①　内容　絵本、布絵本、しかけ絵本な
どを子どもたちが読みやすいように展示
【おはなし会～図書館がぽっぽえんにやって
くるよ～】
とき　９日㈫①午前11時～ 11時30分、②
午後３時～３時30分　ところ　研修室① 
対象　①１歳以上の子どもと保護者、②１
歳未満の子どもと保護者
【人形劇団「赤いりんご」による人形劇】
とき　13日㈯午前10時30分～ 11時30分 
ところ　研修室①　内容　「三匹のこぶた」、
アートバルーン

【子育て講座「心ほっこり絵本タイム」】
とき　10日㈬午前10時30分～ 11時30分 
ところ　研修室①　内容　絵本セラピスト
による読み聞かせと子育ての話

【ふぁみさぽ手作り広場】
とき　11日㈭・12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　内容　紙コップを
使った簡単なおもちゃづくり　
【あそびのひろば・あおぞらひろば】
とき・ところ　15日㈪／茱 木中央公民館、
17日㈬／東野地区公民館・西幼稚園・南第二
幼稚園、18日㈭／池尻コミュニティホール、
19日㈮／狭山池博物館・屋上庭園、25日㈭／
南海狭山住宅自治会館、26日㈮／くみの木
第７公園、31日㈬／南第二幼稚園・西幼稚園
　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
ツなど

【親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがき
た”（BP）】
とき　６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１月１日
～４月１日生まれの子ども（第１子）と母親 
内容　初めての子育てについてのグループ
ワーク　定員　20人（多数の場合は抽選） 

30分　《歯科検診》６月６日㈫午前９時30
分 ～ 10時30分　《眼 科 検 診》６ 月 ７ 日 ㈬
午前９時30分～ 10時30分　《なかよし散
歩》23日㈫・６月20日㈫いずれも午前10時
か ら　 ※ 前 日 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）

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
【ふれあいマンデー・ふれあいサタデー】
とき　①１日㈪・②13日㈯いずれも午前10

時～11時30分　ところ　池尻保育園　内容	
①紙飛行機で遊ぼう　②園庭で遊ぼう
【パパママ教室】
とき　15日㈪午前９時
45分～ 10時45分、午前
11時～午後０時　ところ
　池尻保育園　定員　い
ずれも５人（先着順）　内容　スクラップブッ
キング（写真立てづくり）　申し込み　12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　８日㈪／かがやき広場、22日
㈪／東野第１公園、29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

　

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

５月公演の案内

■とき　８月19日㈯午前10時30分開場／ 11時開演　
■会場　大ホール（全席自由）　■前売　 一般1,200円、
小学生以下800円、親子ペア 1,500円　■予定曲　ディ
ズニーメドレー、となりのトトロ、トルコ行進曲、お

もちゃの交響
曲ほか　■出
演　アンサン
ブル・ディヴェ
ルターズ

音楽のおくりもの
SAYAKA キッズフェスタ 2017 SAYAKA クラシックススペシャル

第１回　長富彩ピアノ・リサイタル

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。
とき　①10日㈬・②24日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※24日はベビーマッサージ
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

■とき　９月９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、ペア券5,000円（いずれも当日
500円増）　■予定曲　ベートーヴェン：ピアノ
ソナタ第8番ハ短調作品13『悲愴』、ベートーヴェン：エリーゼのために、ショ
パン：幻想即興曲ほか　■会員先行予約　６日㈯～10日㈬　※1人4枚まで
□３公演セット券　6,500円（９月９日㈯まで販売）　※ 第２回村治奏一ギ
ター・リサイタル／ 12月２日㈯、第３回三浦一馬バンドネオン・コンサート
／平成30年３月３日㈯

■とき　21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） 
■予定曲　東京ラプソディ、誰か故郷
を想わざる、旅の夜風、青い山脈ほか 
※曲目は変更となる場合があります

■とき　20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、
桂文之助、桂南天、桂雀太、
桂りょうば

東京大衆歌謡楽団コンサート　
〜昭和初期の名曲を唄う〜

さやか寄席　桂米朝一門会

東京大衆歌謡楽団

桂
南
光

長
富
彩

桂
ざ
こ
ば

アンサンブル・ディヴェルターズ

６日㈯チケット発売

　市では、省エネルギー推進のため、次の取り組みを実

施します。ご理解とご協力をお願いします。

実施期間　１日㈪～10月31日㈫
取組内容　①執務室・会議室における適正冷房（室内温度
28℃）の実施、②軽装（クールビズスタイル）での勤務

問い合わせ　生活環境グループ

夏の省エネ強化月間
１日㈪～10月31日㈫

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　　　26,700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、下記（いずれか）の広告代理店へ問い
合わせてください。


