
※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」
　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「児童虐待」をテーマに講座を行います。
とき　30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）
参加費　無料　定員　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（FAX247－7047）または電
子メール（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

子育てママの新しいわたしセミ
ナー2017
　子どもがいても何かやってみたい。好き
なことを見つけたい。子どもも自分も大切
にしながら、新しいわたしを見つけにきま
せんか。講座室内に遊びのスペースがあり、
子ども連れでも参加できます。
とき　①11月17日㈮・②24日㈮・③12月
１日㈮・④８日㈮いずれも午前10時30分～
午後０時（全４回）　ところ　市役所南館・講
堂　対象　子育て中の女性　内容・講師　①

「子どもも大切、わたしも大切～子どもとわ
たしの力を信じる～」津田優子さん／ＮＰＯ
法人ＺＵＴＴＯ代表、②「絵本からのまなび

『ええやんそのままで』『しっぱい！とおもっ
たけど』」津田優子さん、③「遊び感覚でふ
れあいを楽しむ～誰にでもできる整体ケア
～」小栗一紅さん／推

す い な
拿整体師、④「わたし

のこれから～やりたいことをみつけよう～」
／ NPO 法人南大阪サポートネット　参加費 
無料　定員　15人（先着順）　申し込み・問
い合わせ　２日㈪から催し名・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

拉致被害者救出・大阪府民の集い
とき　９日㈷午後１時30分から　ところ 
大阪國民会館（大阪市中央区大手前／地下
鉄谷町線「天満橋駅」下車）　内容　講演会 
講師　横田拓也さん／家族会事務局長ほか 
参加費　無料　定員　300人（先着順）　申し
込み　はがきに住所・名前・年齢・電話番号・
同伴者の名前を書いて、〒541ー 0057大阪
市中央区北久宝寺町一丁目５ー６ー 603大
阪ブルーリボンの会事務局。ファクシミリ

（FAX06ー 6121ー 2307）も可。
問い合わせ　大阪ブルーリボンの会☎06ー
6121ー 2306

スポーツ
インディアカ教室
　インディアカは、いつでもどこでも誰とで
も出来るスポーツです。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　11月５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（保険料含む）　持ちもの　運動ができ
る服、体育館用の靴　申し込み　31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・電話番号を書いてファクシ
ミリでインディアカ協会。（FAX365ー 1440）
問い合わせ　インディアカ協会（川端☎
080ー 1525ー 7488）

市民（硬式）テニス教室
とき　11月13日㈪・20日㈪・27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　初
級者（経験１年以上）で市内に居住・通勤する
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　３日㈫～ 24日㈫に、はがきに住所・
名前・年齢・性別・電話番号を書いて、〒589ー
0014大野東2069ー 1テニス連盟事務局へ。
ファクシミリ（FAX367－4547）または電子

メール（fgsayama@mtj.biglobe.ne.jp）も可
問い合わせ　テニス連盟事務局☎367－
4547

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

学 校
就園・就学特別相談会
とき　７日㈯・21日㈯いずれも午前９時～午
後０時　※予約制　ところ　市役所・相談室
A　対象　入園や入学をひかえた子どもの
状況に不安を持っている保護者　内容　専
門家による個別相談　申し込み・問い合わせ 
電話で学校教育グループ

就学時健康診断
　平成30年４月に小学校へ入学する子ども

（平成23年４月２日～平成24年４月１日生
まれ）を対象に、就学時健康診断を行います。
詳しい内容は 10月中旬までに保護者へ通知
します。届かない場合は問い合わせてくだ
さい。

学校名 実施日
東小学校 11月20日㈪
西小学校 11月28日㈫

南第一小学校 11月７日㈫
南第二小学校 11月30日㈭
南第三小学校 11月15日㈬

北小学校 11月10日㈮
第七小学校 11月13日㈪

問い合わせ　学校教育グループ

多言語進路ガイダンス
　日本語を母語としない子どもや保護者を
対象に、中学校・高校の教諭と通訳による中
学卒業後の進路や高校についての説明会を
開催します。
とき　15日㈰午後１時～４時（受付は午後０
時30分から）　ところ　富田林市消防本部・

講堂（富田林市甲田／近鉄長野線「富田林西口
駅」下車）
問い合わせ　NPO 法人とんだばやし国際交
流協会☎0721－24－2622

予約奨学生募集
　高校などへ進学を希望する中学３年生な
どを対象に予約奨学生を募集します。
対象　府内に住んでいて、高校・専修学校（高
等課程）への進学を希望する生徒
問い合わせ　（公財）大阪府育英会☎06－6357
－6272

図 書
開館40周年記念「クローズアップ
図書館」
　図書館ボランティアによる大人向けのお
はなし会と本の修理方法の紹介を、休館日
を利用して実施します。
とき　31日㈫午後２時～３時30分（入館可
能時間午後１時30分～４時）　ところ　図書
館・参考室　参加費　無料
問い合わせ　図書館

おはなしボランティア入門講座
　おはなしの世界を一緒に楽しみませんか。
と き　21日 ㈯・29日 ㈰・11月11日 ㈯・26日
㈰・12月10日㈰いずれも午前10時～ 11時30
分（全５回）　ところ　市立公民館・講習室（同
室で保育あり）　参加費　無料　定員　15人 
※保育定員５人（先着順）　申し込み・問い合
わせ　２日㈪から電話で図書館。直接も可

図書館を使った調べる学習コン
クール
　これ何だろう。どうしてだろう。知りた
くなったら図書館で調べてみよう。
募集期間　２日㈪～ 13日㈮　募集作品　
図書館の本などを使った「調べる学習」の作
品（小学生はＢ４まで、中学生は最大Ａ４ま
ででいずれも 50ページまで）　対象　市内
に住んでいる小・中学生　申し込み　図書館 
※市立小・中学校に通学している場合は学校

ヘ申し込み
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〉11
日・25日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉
５日・12日・19日・26日、土曜日〈午後３時
～３時30分〉７日・21日、日曜日〈午後１時
30分～２時〉１日・８日・15日・22日・29日
ところ・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
い方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

※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 いじめはね　見ているだけでは　きえないよ　（平成28年度人権啓発標語から）

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
休館日：31日㈫

金剛駅、大阪狭山市駅に設置
（回収は一日１回)

〈投影日〉　１日㈰・８日㈰・15日㈰・22日
㈰・29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〉　「秋の星空☆主役は moon ！」
〈ところ〉　市立公民館・プラネタリウム室
〈入場料〉　無料
※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

問い合わせ　防災・防犯推進室

0120 －367 －707

防災行政無線放送テレホンサービス
放送内容を聞くことができます
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参加費　200円（保険料など、小学生以下は
無料）　定員　500人（先着順）　※小学生以
下は保護者、介護の必要な人は介護者の同伴
が必要　持ちもの　飲みもの　申し込み　
はがきに希望のコースＡまたはＢ、郵便番
号・住所・名前（ふりがな）・生年月日・性別・電
話番号を書いて、〒589－0032岩室一丁目
97－３保健センター。ファクシミリ（FAX367
－1359）も可。11月９日㈭必着
問い合わせ　保健センター

特別展「行基伝承－受け継がれた
記憶－」記念講演会
とき　①14日㈯・②21日㈯いずれも午後１
時30分～３時　ところ　狭山池博物館・ホー
ル　内容・講師　①「行基の記憶―衆生救済
をめざして―」櫻木潤さん／高野山大学文学
部密教学科助教、②「中世・近世の行基信仰
の諸相」吉井克信／狭山池博物館副館長　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

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　８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 
池尻城と周辺にある山城、狭山藩陣屋　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ー 0007池尻中二丁目狭山池博物
館。ファクシミリ (FAX367ー 8892)、電子メー
ル (sayamaike.walk@gmail.com)、または
直接も可。７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

りらっくすヨガ・オッサンヨガ
とき　①８日㈰・②29日㈰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　①24人、②24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

催 し
環境・リサイクルフェア／産業まつり
とき　11月25日㈯午前９時30分～午後３時
ところ　野球場、総合体育館駐車場　

【環境・リサイクルフェア】
内容　○牛乳パック回収コーナー／牛乳パッ
クを５枚以上持って来た人にティッシュペー
パー１箱を進呈　※１世帯２箱まで　○食用
廃油からの石けんづくり展示コーナー　○ご
み減量啓発コーナー　○関西電力㈱エコロ
ジーコーナー
問い合わせ　生活環境グループ

【産業まつり】
内容　○産業フェア／市内企業のＰＲおよび展
示即売など　○農産物フェア／地元野菜、果
物、鉢花などを特価で販売　○ガレージセー
ル　○グルメワールド／飲食模擬店　○舞台
イベント　○プレイランド
問い合わせ　大阪狭山市商工会☎365－3194

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、心や体が健康になれる体験をしません
か。
とき　16日㈪午後１時～ 5時　ところ　市
立コミュニティセンター　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（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

学校給食試食会
とき　給食期間中の実施可能な日　ところ 
学校給食センター・会議室　対象　市内に住ん
でいる 10～ 35人のグループ（バイキング給
食は 15～ 35人）　内容　市の学校給食の特
色や家庭と学校の連携による食育の推進につ
いての説明、調理作業の見学、配膳・試食・片
づけの体験　参加費　１食295円（バイキング
給食は、１食470円）　申し込み・問い合わせ
　電話で学校給食センター☎366－0567　
※２週間以上前からの日程調整が必要です

地域限定恋活パーティー
～牧場de会おう～

とき　29日㈰午前10時30分～午後３時20
分（受付は午前10時から）　ところ　ワール
ド牧場（河南町白木／近鉄長野線「富田林駅」
から金剛バス「さくら坂一丁目バス停」下車) 
対象　25歳からおおむね 40歳までの独身
で、大阪狭山市、富田林市、太子町、河南
町、千早赤阪村に住んでいる人　※女性は
近隣に住んでいる人も可　内容　動物と触
れ合いながらのゲームやバーベキューなど、
男女が出会い交流できる場の提供　参加費 
男性3,000円、女性2,000円　定員　50人（多数
の場合は抽選）　申し込み　15日㈰までにLINE
アプリで右のQRコードから登録。詳しくは
富田林市青年会議所ホームペー
ジ（http://www.tondabayashi-jc.
org/）をご覧ください
問い合わせ　（一社）富田林市青年会議所事務
局☎0721－24－1231　※月・水・金曜日の
午前11時～午後3時

心の病をもつ人の家族による家族
学習会
　「とにかく不安で仕方がない」、「病気のこと
をもっと知りたい」など様々な思いについて、
精神疾患の人を家族に持つ会員と話し、一緒
に精神疾患について学びましょう。
とき　27日㈮・11月10日㈮・24日㈮・12月
８日㈮・22日㈮いずれも午後１時～４時（全
５回）　ところ　ノバティホール・会議室Ｂ

（河内長野市長野町／南海高野線「河内長野
駅」下車）　対象　精神疾患の人を家族に持
ち、全日程に参加できる人　参加費　2,000
円（テキスト代など）　定員　10人（先着順）
申し込み・問い合わせ　20日㈮までに、電話
で河内長野市精神障がい者家族会わかば会

（杉浦☎090－6204－2916）

健康ウォーキング大会
とき　11月19日㈰午前９時30分から（受付
は午前９時から）　※雨天中止（わかりにく
い場合は、当日午前８時以降に電話で保健セ
ンター）　内容　健康ウォーキングと抽選会 
※手話通訳があります　コース　Ａコース
／狭山池周回、Ｂコース／狭山池と副池周回 

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㈫いずれも必着　※電話で
の申し込みはできません
問い合わせ　社会教育センター

おばあちゃんが話してくれた☆
お星さまの物語
　星空を眺め、ゆったりと朗読を聴きましょう。
とき　27日㈮午後２時～２時30分　ところ
　市立公民館・プラネタリウム室　参加費　
無料　定員　59人（当日先着順）
問い合わせ　市立公民館

わくわく広場
とき・内容　14日㈯／ビニール袋ロケット・
28日㈯／ハロウィンお面づくり、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　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

ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク
とき　11月19日㈰　※小雨決行　集合場所 
総合体育館　コース・集合時間　チャレンジ
コース（７km）／午前９時集合、ファミリー
コース（３km）／午前10時集合　※午後２時

解散予定（軽食付）　対象　市内に居住・通勤・
通学する人を含む家族、またはグループ（小
学生以下は家族同伴）　参加費　1人100円

（保険料）　申し込み　23日㈪～ 11月５日㈰
に総合体育館へ直接　※電話での申し込みは
できません
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）

７つの暗
あんきょ
渠巡りガイドウォーク

～もっと知りたい！ちょっと昔の南河内～
　河内長野市、富田林市との三市図書館連携
講座で、明治31年にできた暗渠を２時間弱
のコースで回ります。
とき　22 日㈰午前９時 30 分～ 11 時 30 分 
※雨天決行　集合場所　大阪狭山市駅西口
ベンチ付近（狭山駅解散）　対象　中学生以
上の人　講師　さやか観光会　参加費　無
料　定員　50 人（先着順）　申し込み・問
い合わせ　２日㈪午前９時から電話で図書
館。直接も可

ボディ・コンディショニング
　ストレスフルな毎日に、少し体をほぐし
ていきましょう。
とき　11月3日㈷午後２時～４時30分　と
ころ　市役所南館・講堂　対象　女性　講師 
笹谷陽子さん／ヨガ、フェルデンクライス
インストラクター　参加費　無料　定員　
15人（多数の場合は抽選）　申し込み・問い
合わせ　24日㈫までに催し名と住所・名前・
年齢・電話番号を電話できらっとぴあ。ファ
クシミリ（FAX247－7047）または電子メール

（os-gender@water.ocn.ne.jp）も可

法の日週間行事「後見制度説明会」
～知っトク！なっトク！成年後見～

　１日㈰～７日㈯は「法の日週間」です。
とき　25日㈬午後２時～午後４時30分　と
ころ　大阪家庭裁判所・大会議室（大阪市中
央区大手前／地下鉄谷町線「谷町四丁目駅」下
車）　定員　50人（先着順、１回の電話で 3
人まで申込可）　申し込み・問い合わせ　11
日㈬午前９時から電話で大阪家庭裁判所事
務局☎06－6943－5692

ほっと・さろん
　造花でメモクリップスタンドをつくり、お
しゃべりを楽しみましょう。
とき　18日㈬・24日㈫いずれも午前10時30
分～午後０時30分　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・問い合わせ　催し
名と住所・名前・年齢・電話番号・参加希望日
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

ミツロウキャンドルづくり
とき　22日㈰午前11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）　講師　葉
山朋美さん／ SALON DE LEONA　参加費 
2,000円　定員　15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 
電話でラ・フォレスタ☎0721ー 72ー 0090

広告掲載に関する問い合わせは ST 綜合広告☎0721－368－1227
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【あそびのひろば・あおぞらひろば】
とき・ところ　４日㈬・11 日㈬／西幼稚園・
南第二幼稚園、６日㈮／狭山池博物館屋上庭
園、13 日㈮／くみの木第７公園、18 日㈬／
東野地区公民館、26 日㈭／市立こども園（４・
５歳児施設）いずれも午前 10 時～ 11 時 30
分（市立こども園は午前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

認定こども園・保育園の行事
市立こども園／☎366－0080

《お話会》11日㈬・11月８日㈬いずれも午前
10時～ 10時30分　ところ　０～３歳児施
設　対象　２歳児と保護者　《移動動物園》
11月17日㈮午前10時30分～ 11時30分 
ところ　４・５歳児施設　《お楽しみ会》11月
22日㈬午前10時～ 10時30分　ところ　０
～３歳児施設　対象　０～３歳児と保護者 

《絵本ライブ》11月24日㈮午前10時～ 10時
30分　ところ　０～３歳児施設　対象　０
～３歳児と保護者　《人形劇》11月27日㈪午
前10時から　ところ　４・５歳施設　対象 
０～３歳児と保護者　《運動会》21日㈯午前
９時から　ところ　南第三小学校・校庭　《園
庭開放・身体計測・育児相談》月～金曜日（祝
日を除く）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
●大野台こども園／☎366－8957

《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）　《第38回作品展》11
月18日㈯・19日㈰いずれも午前10時～午
後３時　《地域子育て支援”スマイル bebe”》
11月９日㈭・30日㈭・12月７日㈭・14日㈭
いずれも午前10時～ 11時（受付は午前９時

子 育 て

今月は児童手当の支払い月です
　６～９月分の児童手当を６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

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　①４日㈬・②18日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※18日はハロウィンを行い
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

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

【あおぞらひろば】
とき・ところ　13日㈮／かがやき広場、20日
㈮／東野第１公園、27日㈮／池尻第８公園、
いずれも午前10時～ 11時30分　内容　運動
遊びや、絵本の読み聞かせなど　参加費　無料

【ふれあいマンデー】
とき　23日㈪午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　池尻保育園　内容　園庭で外遊び　参
加費　無料

【ふれあいサタデー】
とき　14日㈯午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　池尻保育園　内容　園庭で外遊び　参
加費　無料

【パパママ教室】
とき　11日㈬午前10時～ 11時　ところ 
池尻保育園　対象　４か月～２歳くらいの
子どもと保護者　内容　ベビーヨガ　講師 
本田真依さん／ハピハグ　参加費　無料　定
員　12人（先着順）　持ちもの　バスタオル、
飲みもの、動きやすい服装　申し込み　６
日㈮までに電話で池尻保育園☎367－2020
問い合わせ　池尻保育園

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ

【クッキングパーティー】
とき　18日㈬午前10時～ 11時30分　とこ
ろ　研修室１　対象　２歳以上の子どもと
保護者　内容　さつまいもソフトクッキー
づくり（小麦粉を含む）　参加費　200円（材
料費・保険料含む。同伴の子ども 1人につき
別途50円が必要）　持ちもの　エプロン、三
角巾、ハンドタオル、皿、飲みもの（いずれ
も親子分）　定員　16組（多数の場合は抽選）
　申し込み　往復はがきに郵便番号・住所・
参加する保護者と子どもの名前（ふりがな）・
子どもの年齢・電話番号・アレルギーの有無

（同伴する子どもがいる場合もすべて記入）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。
10日㈫消印有効

【年齢別交流会ぶどうクラブ追加募集】
とき　①11月13日㈪・20日㈪・27日㈪、②
平成30年2月２日㈮・９日㈮・16日㈮いずれ
も午前10時～ 11時30分（全３回）　ところ 
研修室１　対象　平成28年４月２日～平成
29年４月１日生まれの子どもと保護者　内
容　ふれあい遊び、おもちゃづくり、保護
者同士の交流　参加費　子ども一人につき
150円（保険料。３回分）※同伴の子どもも
同額。別室での保育　定員　いずれも８組（多
数の場合は抽選）　申し込み　往復はがきに
①または②を第二希望までまたは「希望なし」
と郵便番号・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（第何
子か）・性別・電話番号・参加理由・保育の子ど
もがいる場合は名前（ふりがな）・生年月日を
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。
16日㈪消印有効

45分）　対象　平成28年４月～ 10月生ま
れの子どもと保護者　参加費　無料　定員 
５組　申し込み　27日㈮までに、「スマイル
bebe 参加希望」と郵便番号・住所・参加する
保護者と子どもの名前・子どもの生年月日・
電話番号（あればファクシミリ番号）をファク
シミリ（FAX368ー2395）で大野台こども園。
電話も可
●つぼみこども園／☎367－3344

《園庭開放》毎週土曜日のいずれも午前10時
～午後０時（雨天中止）　※21㈯・11月18日
㈯を除く　対象　就学前の子どもと保護者

《第16回作品展》11月18日㈯・19日㈰いずれ
も午前10時～午後３時　《地域子育て支援”
スマイル bebe”》11月９日㈭・30日㈭・12月
７日㈭・14日㈭いずれも午前10時～ 11時

（受付は午前９時45分）　対象　平成28年４
月～ 10月生まれの子どもと保護者　参加費 
無料　定員　５組　申し込み　27日㈮まで、

「スマイル bebe 参加希望」と郵便番号・住所・
参加する保護者と子どもの名前・子どもの生
年月日・電話番号（あればファクシミリ番号）
をファクシミリ（FAX367ー3544）でつぼみこ
ども園。電話も可
●花梨つばさ保育園／☎366－0283

《子育てカフェ》①11月10日㈮・12月８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（多数の場合抽選）　申し
込み　①は 30日㈪、②は 11月27日㈪まで
に電話で花梨つばさ保育園　《園であそぼう》
26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

里親になりませんか
　子どもは、親の深
い愛情につつまれて、
家庭で心身ともに健
やかに育つことが望
ま れ ま す。 し か し、
様々な事情で家庭を
離れて生活しなければならない子どもがた
くさんいるのが現状です。家庭で育つことが
できない子どもを自分の家庭に受け入れて、
深い愛情と理解をもって育てる人を「里親」と
いいます。子どもたちは健やかに育つために、
あなたの家庭を求めています。それぞれに
合った方法で、里親事業にご協力をお願い
します。

養育里親 事情があって家庭で育てられない
子どもを、一定期間育てる人（事前研修の受
講が必要）　週末里親　児童福祉施設で生活
する子どもを、できる範囲で週末や夏休みな
どに家庭で過ごさせる人　養子里親　養子
として育てる人　専門里親　虐待を受けた
など、生活上細やかな配慮が必要な子どもに
対し、里親としての経験と専門知識を生かし、
家庭で養育する人
問い合わせ　富田林子ども家庭センター☎
0721－25－1131

募 集
産業まつりガレージセール参加者
とき　11月25日㈯午前９時30分から　と
ころ　野球場　対象　市内に居住・通勤・
通学している人　出展料　2,000円　定員 
40ブース（多数の場合は抽選）　申し込み 
２日㈪から大阪狭山市商工会で配布する
申込用紙に必要事項を記入して、〒589－
0021今熊一丁目540－３大阪狭山市商工会
へ郵送または直接。13日㈮必着
問い合わせ　大阪狭山市商工会☎365ー3194

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 月公演の案内

さやか寄席　桂文枝独演会

14日㈯チケット発売　

■とき　平成30年１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3,500円（当日500円増） 
■出演　桂文枝　ほか　■会員先行予約　７日㈯～11日㈬ 
3,150円　1人4枚まで

室井滋×長谷川義史　
絵本トーク＆ライブショー
■とき　14日㈯午後１時開場／１時30
分開演　■会場　大ホール（全席指定）
　■前売　一般3,500円、高校生以下
2,000円（いずれも当日500円増）

【長谷川義史原画展】　■とき　4日㈬～
15日㈰午前10時～午後５時　■会場　
展示ホール　※入場無料

ジブリの思い出がいっぱい　オーケストラによるドリームコンサート
■とき　9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2,000円、親子
ペア 4,500円（いずれも当日500円増）　■予定曲　「となりのトト
ロ」より「となりのトトロ」・「さんぽ」、「魔女の宅急便」より「めぐる季
節（海の見える街）」、「千と千尋の神隠し」より「いつも何度でも」ほか 
■出演　語り／島本須美、歌／上村叶恵、inori、Hanami、管弦楽／ジャ
パン・ドリーム・オーケストラ

長谷川義史室井滋 桂文枝

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。


