
※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

スポーツ
ためしてレクスポ♪（ディスコン）
　ディスコンは、ペタンクに似たルールで、
円盤の裏返りの意外性を楽しむ、レクリエー
ションゲームです。
とき　21日㈮午後７時～８時30分　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
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「ディスコン」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。11日㈫必着
問い合わせ　市立公民館

楽しい HIP － HOP ダンス体験
とき・対象　11日㈫・14日㈮いずれも午後３
時45分～４時30分／３～５歳、午後４時45
分～５時45分／小学生　ところ　市民総合
グラウンド　参加費　無料　定員　いずれ
も 20人（先着順）　持ちもの　上靴、飲みも
の、動きやすい服装　申し込み　参加希望
日の前日までに、名前・生年月日・性別・保護
者の名前・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（安藤
☎365－3774）

市長杯バレーボール大会
とき　22日㈯午前９時から　ところ　総合
体育館　対象　市内に居住・通勤・通学する
人を２人以上含む高校生以上の女性で構成
されたチーム　種目　６人制（一般女子の部） 
参加費　無料　申し込み　14日㈮までに電

話でバレーボール連盟（☎366－0707）また
は総合体育館　
問い合わせ　バレーボール連盟（広田☎366
－0707）

キッズ＆小学生サッカー体験
とき　11日㈫・18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）

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

募 集
カラオケフェスタ参加者
　10月27日㈮に SAYAKA ホール・小ホール
で行われるさやかフェスティバル関連企画

「カラオケフェスタ」の参加者を募集します。
対象　市内に住んでいて、開催日のいずれ
の時間帯でも出演可能な人　参加費　１曲

（２コーラス）1,000円　※デュエットは 1
組1,000円　定員　90人（多数の場合は抽
選、１人１曲のみ）　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申込書に必要事項
を書いて、31日㈪午後５時までに SAYAKA
ホール・管理事務室へ直接。申込書はホーム
ページ（http://www.sayaka-hall.jp/）からも
ダウンロード可
問い合わせ　SAYAKA ホール

　二学期の始業式は、市立中学校と同様に
８月28日㈪です。
問い合わせ　学校教育グループ

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

バリアフリー映画上映会「西の魔
女が死んだ」
　字幕と音声ガイドがついた映画です。誰
でも楽しんでいただけます。補聴器を使っ
ている人に聞こえやすい席を用意しており
ます。詳しくは問い合わせてください。
とき　８月26日㈯午後２時～４時30分 
ところ　公民館・多目的室　対象　中学生以
上の人　参加費　無料　定員　50人（先着
順）　申し込み　17日㈷午前９時から催し名
と参加者の名前（ふりがな）・ファクシミリ番
号を電話または直接図書館。ファクシミリ（Ｆ
ＡＸ366－0052）も可
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 傷つくよ　送ると消せないメッセージ　（平成28年度人権啓発標語から）

防災ポスターコンクール作品
　「防災」に対する理解と関心を深め、防災意
識の高揚を図るため、防災ポスターコンクー
ルの作品を募集します。
募集期間　18日㈫～９月15日㈮　対象　市
内に住んでいる園児、小・中学生　募集部門
①幼児の部、②小学１～３年生の部、③小
学４～６年生の部、④中学生の部　※平成
30年１月20日㈯に表彰式を開催し、入賞者
には賞状と防災啓発用品を贈呈　応募方法
各園・学校へ直接。市外の園・学校に通園・通
学している人は、防災・防犯推進室へ直接
問い合わせ　防災・防犯推進室

人権啓発　詩・読書感想文
　人権の尊さや互いの人権を守ること、差別
のない明るい社会を築くことの大切さ、平
和の尊さを訴えることなどをテーマにした
作品を募集します。
募集期間　8月31日㈭まで　対象　府内に
居住・通学している小・中学生、支援学校小・
中学部生　作品規格　詩／形式や長さは自
由、読書感想文／ JIS 規格 A 列4番（A4判）使
用。小学生は 400字詰め原稿用紙に３枚以
内、中学生は５枚以内。いずれも１人１編
で未発表のもの　※作品は返却しません　
応募方法　市民相談・人権啓発グループにあ
る募集要領を確認して、市民相談・人権啓発
グループへ直接
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

植木のせん定予約
　シルバー人材センターでは、秋（９～12月）
に行う植木のせん定の予約を受け付けます。
申し込み多数の場合、希望月の変更またはお
断りをさせていただく場合があります。　
申し込み・問い合わせ　３日㈪午前９時から
電話でシルバー人材センター☎366－2277

学 校
夏季休業期間が短縮されます
　今年度から、市立小学校の夏季休業期間
が短くなります。

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：31日㈪

図書館おはなし会
とき　水曜日〈午前11時～ 11時30分〉12
日・26日、木曜日〈午前11時～ 11時30分〉
６日・13日・20日・27日、土曜日〈午後３時
～３時30分〉８日・22日、日曜日〈午後１時
30分～２時〉２日・９日・16日・23日・30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

収納事務の委託および指定代理納付者の指定
　地方自治法第231条の２第６項および地方自治法施行令第158条第１項の規定
に基づき、次のとおり寄附金（ふるさと納税）の収納の事務を委託し、指定代理納
付者を指定しました。
●収納の事務を委託した者
・株式会社サイネックス（大阪市中央区瓦屋町３丁目６－13)
・ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社（東京都港区三田３丁目５－27）
●指定代理納付者の指定を受けた者
・株式会社ジェーシービー（東京都新宿区大久保３丁目８－２）
・りそなカード株式会社（東京都江東区東陽２丁目２－20）
問い合わせ　企画グループ

「本市のふるさと納税制度のリニューアルについて」
　７月中旬ごろに、市のふるさと納税制度をリニューアルします。詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。
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時～午後０時30分、午後３時40分～４時
40分　ところ　市役所・第１・第２会議室 
参加費　無料　定員　100人（先着順）　申
し込み・問い合わせ　電話でＮＰＯ法人『人・
家・街　安全支援機構』事務局フリーダイヤ
ル 0120－263－150。ファクシミリ（FAX
06-6456-1073）も可

狭山池博物館フレッシュコンサー
ト 2017
【とおんずオカリナアンサンブルコンサート】
とき　９日㈰午後１時30分～２時30分 
ところ　狭山池博物館・ホール　プログラム
威風堂々、友よ、峠の我が家ほか、全17曲
入場料　無料　定員　96人（当日先着順）
問い合わせ　狭山池博物館
【納涼寄席】
　暑い夏、笑って暑さを吹き飛ばしましょう。
とき　30日㈰午後１時30分～２時30分 
ところ　狭山池博物館・ホール　出演　さや
ま落語会　入場料　無料　定員　96人（当日
先着順）
問い合わせ　狭山池博物館

第17回子ども絵画コンクール　
～狭山池や博物館・郷土資料館を描こう～
　狭山池の水や鳥や花、狭山池博物館の建
物や館内の展示物を描いてくれた子どもた
ち（小学生以下）の作品を展示します。
とき　17日㈷～８月30日㈬　ところ　狭山
池博物館・館内　
問い合わせ　狭山池博物館

平成29年度池守田中家文書特別
公開「婚礼と祝事の礼法」
　小笠原流礼法書などから、子女成長の祝
事や婚礼、年始飾り、座敷飾りなどの冠婚
葬祭や節句行事にかかわるものを取り上げ、
伝統的な礼法に則った作法について展示・公
開します。
とき　17日㈷まで　ところ　狭山池博物館・
特別展示室　入場料　無料
【歴史セミナー】
とき　15日㈯午後２時～３時30分　とこ
ろ　狭山池博物館・ホール　内容　「子女の
成長と祝事～帯祝から成人式まで～」　講師	

気楽に楽しむヨガ講座
とき・内容　①９日㈰／りらっくすヨガ、②
23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・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㈬・②10日㈪必着
問い合わせ　社会教育センター

脱出アドベンチャーゲーム「ASO 
BOSAI Part.2」
　様々な趣向を凝らしたゲームを楽しみな
がら、もしも（災害）に備えた知恵を身につけ
ます。
とき　17日㈷午前10時～午後３時　とこ

ろ市立公民館　対象　小学３～６年生（２人
１組で申し込み）　参加費　500円（２人分）
定員　24組（多数の場合は抽選）　申し込み	
市立公民館、社会教育センター、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、はがきに講座名
と参加者２人の郵便番号・住所・名前（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号・ファクシミリ番号・
保護者の名前を書いて、〒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
問い合わせ　市立公民館

安全・安心 住宅耐震リフォームの
講演会と相談会
　「安全・安心な住まいづくりのために」を
テーマに、具体的な耐震診断と補強方法につ
いての講演会、市で実施している耐震診断・
耐震改修設計・耐震改修・除却の補助制度の説
明などを行うフォーラムを開催します。無料
個別相談会もあります。今後予想される巨大
地震に備えるために、今一度、木造住宅の耐
震について今できることを考えましょう。
とき・内容　講演会／９日㈰午後１時～ 3時
35分、個別相談会（事前予約優先）／午前11

大野薫さん／狭山池博物館学芸員　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

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　16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
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

わくわく広場
とき・内容　8日㈯／動物のお面づくり、22日
㈯／浮沈子づくり、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

講 座
お家を cafe に！コーヒーの講座
とき　８月３日㈭午後３時～４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　安田優大さん／自家焙煎
工房カフェ littleisland 管理栄養士　参加費	
500円　定員　６人（多数の場合は抽選）　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、20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

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　31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　里親制度について知る　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

「傷ついた心」の支え方　～身近な
私たちにできること～
　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）やさま
ざまな暴力などの仕組みを知り、私たちに
できることを学びます。
とき　８月２日㈬午後１時30分～４時 
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　中島幸子さん
／ＮＰＯ法人レジリエンス　参加費　無料
定員　30人（先着順）　申し込み　１日㈯か
ら、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

きらっと女子大
～母×娘、母+娘、母vs娘～

　「ほどよい母・娘関係の築きかた」をテーマ
にした講座です。カウンセラーが、母娘関
係の相談の中から見えてくるしんどさをひ
も解きます。親子間での程よい関係性を見
つけに来ませんか。
とき　①24日㈪・②8月28日㈪・③９月25
日㈪・④10月23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　テー
マに関心のある人　内容　講話・質疑応答・
座談会　講師　加藤伊都子さん／フェミニス
トカウンセリング堺　参加費　無料　定員
20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（FAX247－7047）、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

催 し
ほっと・さろん
　折りたたみミラーにデコパージュをし、お
しゃべりを楽しみましょう。
とき　19日㈬・25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　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
問い合わせ　きらっとぴあ

陶芸体験「フリーカップ」
　用途が自由な器をつくります。
とき　23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）　講師　酒向克典
さん／工房南　参加費　1,800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　電話でラ・フォレス
タ☎0721－72－0090

プロ野球ウエスタン・リーグ（２軍）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・太子町・河南町・
千早赤阪村との三市二町一村共催によるプロ野球ウエスタン・リーグ公式戦（オ
リックス・バファローズ対広島東洋カープ）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　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　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）年中無休　※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。詳しくは、球団ホームページ（http://www.buffaloes.co.jp/
farm）をご覧ください
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

時間 22㈯・23㈰
９時 50分
10時 10・55分
11時 15分
12時 00・20分

時間 22㈯・23㈰
９時
10時 ８・28分
11時 13・33分
12時 18・38分

時間 22㈯・23㈰
14時 25分
15時 00・40分
16時 15・55分
17時 30分

所要時間 金剛駅前→富田林市役所→総合スポーツ公園：約33分
総合スポーツ公園→富田林市役所→金剛駅前：約42分

VS

臨時バス	発車時刻表
○金剛駅前発（富田林市役所経由）　○富田林市役所発

○総合スポーツ公園発（富田林市役所経由、金剛駅前行き）

※交通事情により遅れが生じる場合があります。あらかじめご
了承ください。乗車定員を超えた場合は乗車できません。次の
便のバスを利用してください。
　なお、各日最終バスが乗車定員を超えた場合、タクシーなど
他の交通機関をご利用いただくことになります。あらかじめご
了承ください。



33 広報おおさかさやま 2017. ７ 32広報おおさかさやま 2017. ７

認定こども園・保育園の行事
●山本こども園／☎360－7000

《七夕の日のつどい》５日㈬午前10時～ 11
時　内容　七夕の日にちなんだ出しものや
歌遊び　《なかよし散歩》11日㈫午前10時～
11時（雨天中止）　申し込み　10日㈪までに
電話で山本こども園　《盆踊り》15日㈯午後
５時30分～７時30分　※一般の参加チケッ
ト（１セット 500円）は当日午後５時から販
売　《園庭開放》毎日午前10時～午後５時（休
園日を除く）
●池尻保育園／☎367－2020

《七夕の集い》３日㈪午前10時～ 11時　《盆
踊り大会》22日㈯午後３時30分～６時　※
18日㈫～ 21日㈮に池尻保育園で１セット
500円のチケットを販売。当日券はありませ
ん
●きらり保育園／☎366－3707

《盆踊り大会》29日㈯午後４時～７時　※24
日㈪～ 27日㈭にきらり保育園で１セット
500円のチケットを販売。当日券はありませ
ん　《プール遊び・色水遊び》８月２日㈬午前
10時～ 11時
●ルンビニ保育園／☎365－8808

《夕涼み会》22日㈯午後４時30分～７時30
分　※１セット 500円の当日券あり　《園
庭開放》７日㈮・21日㈮いずれも午前10時～
11時30分

子 育 て

ぽっぽえん（子育て支援センター）
からのお知らせ
【七夕制作】
とき　５日㈬・６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）
【あそびのひろば・あおぞらひろば】
とき・ところ　５日㈬／西幼稚園・南第二幼
稚園、６日㈭／池尻コミュニティホール、 
10日㈪／茱 木中央公民館、12日㈬／西幼
稚園、13日㈭／南海狭山住宅自治会館、19
日㈬／南第二幼稚園・東野地区公民館、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、タオル、
子どもの着替え、おむつなど
【水あそび】
とき　11日㈫・13日㈭・18日㈫・20日㈭・26
日㈬・28日㈮・31日㈪いずれも午前10時30
分～ 11時30分　※天候・気温により、当日
中止する場合があります　持ちもの　水着、
水遊び用紙パンツ、着替え、帽子、タオル、
飲みもの
【妊婦さんあつまれ】
とき　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５か月
以降の妊婦　参加費　無料　持ちもの　飲
みもの　申し込み　ぽっぽえんへ直接。ま
たははがきに郵便番号・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。10日㈪消
印有効
【年齢別交流会～ぶどうクラブ～】
　同年齢の子どもがいる親子で一緒にあそ
びませんか。
とき　①８月23日～９月６日の毎週水曜日、
②９月27日～ 10月11日の毎週水曜日、③
11月13日～ 27日の毎週月曜日、④平成30
年２月２日～ 16日の毎週金曜日、いずれも
午前10時～ 11時30分　ところ　研修室①
対象　０歳児（平成28年４月２日生まれ～
平成29年４月１日生まれ）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　定員　いずれも 15組（多数の場合

は抽選）　参加費　子ども一人につき 150円
（３回分、保険料）　※同伴の子どもも同額。
別室での保育　持ちもの　飲みもの、タオ
ル、子どもの着替え、オムツなど　申し込み 
往復はがきに、①～④の交流会番号を必ず
第３希望までもしくは希望なしと書いて、
郵便番号・住所・電話番号・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・参加理由・保育の子どもが
いる場合は名前（ふりがな）と生年月日を書い
て、〒589－0022西山台三丁目２－１ぽっ
ぽえんへ郵送または官製はがきを持って直
接。14日㈮消印有効
問い合わせ　ぽっぽえん

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
問や相談に応じます。当日はカフェの出店
もあります。
とき　29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（飲みもの代は別途必要）　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

　

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）

７月公演の案内

■とき　７日㈮①午前10時開場／ 10時30分開演、②午後１時開場／１時30分開演　※ 上映時間94分。購入時に①
②を選択　■会場　小ホール（全席自由）　■前売　一般1,000円、割引900円、友の会800円（当日一般のみ 200円増）
※割引対象は 60歳以上、中学生以下、障がい者とその介護者　■出演　松原智恵子、津川雅彦、西村和彦ほか

さやか名画座・６回シリーズ　第２回「ゆずの葉ゆれて」

８日㈯チケット発売

タレガ・ギターカルテット　
～ 24の弦が紡ぐ響きの空間～
■とき　９月24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
3,800円（当 日500円 増）
■会員先行予約　１日㈯
～５日㈬　※１人４枚まで 
■予定曲　ドビュッシー :J. スパークス編「ベルガマスク組曲」よ
り「月光」、アルベニス：「スペイン組曲第1集」Op.47-3より「セビー
リャ」、ディアンス :「ハムサ」より、ほか

室井滋×長谷川義史　絵本トーク＆ライブショー
■とき　10月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）　■会員先行予約　１日㈯～５日㈬　※ １人４枚まで　

【長谷川義史原画展】　■とき　※10月4日㈬～10月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　10月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

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　①７日㈮／七夕飾り制作、②21
日㈮／色水遊び、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　10組（先着順）　持ちもの　①ハサミ、
のり、飲みもの、タオル、②飲みもの、タ
オル
申し込み・問い合わせ　電話でルンビニ保育
園☎365－8808

子育てほっとさろん「さつき」
　子どもや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　５日㈬・19日㈬いずれも午前10時～
午後０時　※19日は水遊びを行います　と

タレガ・ギターカルテット

長谷川義史室井滋

ころ　さつき荘・ワーキング室　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
【ふれあいウェンズデー・ふれあいサタデー】
とき　19日㈬・29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　25日㈫午前10時～ 11時　ところ
池尻保育園　定員　15人（先着順）　内容	
アクセサリー（ペンダントトップ）づくり 
講師　江口伸子さん／パリッシュブルースタ

ジオ　申し込み　20日㈭までに電話で池尻
保育園☎367－2020
問い合わせ　池尻保育園☎367－2020

大阪狭山市ARナビで

龍発現
ポイント

アプリを起動して、狭山池周
遊路にある4つのポイント
でスマホをかざすとダイナ
ミックな龍が現れる！
運が良ければ黄金の龍
に出逢えるかも。

※iOS端末の場合、アプリのダウンロードにはWi-Fi環境が必要です

〈投影日〉	２日㈰・９日㈰・16日㈰・23
日㈰・30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～

　　　　※30日は、地球ヒストリー
～大昔の生きもの　恐竜が
いた時代～

〈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


