
※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
要約筆記入門講座受講者
とき　５月12日～７月21日いずれも金曜日
の午後１時30分～３時30分（全10回）　※
６月30日は休講　ところ　市立公民館 ･ 多
目的室　対象　市内に居住 ･ 通勤 ･ 通学す
る中学生以上の人　受講料　1,080円　定員	
10人（先着順）　申し込み　はがきに「要約
筆記入門講座受講希望」と郵便番号・住所・名
前・年齢・電話番号を書いて、〒589ー 0021
今熊一丁目85大阪狭山市ボランティアセン
ター。ファクシミリ（ＦＡＸ366ー 7407）も可。
21日㈮必着
問い合わせ　ボランティアセンター☎367ー
6601

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　24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	

「ジェンダーって何？」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

俊足・かけっこ教室体験
とき　13日㈭・17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	
小学生　内容　速く走るための動き方・力の
使い方・素早いスタートのコツなど　参加費	
無料　定員　30人（先着順）　申し込み・問い
合わせ　10日㈪までに住所・名前・学年・電
話番号をファクシミリで大阪狭山スポーツ
クラブ事務局（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☎365－3774）

野菜栽培講習会
とき　15日㈯午前10時～午後０時　ところ	
大阪南農協狭山東支店・会議室（狭山四丁目） 
内容　野菜などの栽培講習（主に家庭菜園） 
※参加者に野菜苗を無料配布　講師　大阪南
農協営農指導員　参加費　無料　定員　40
人（先着順）　申し込み・問い合わせ　５日㈬
から電話で農政商工グループ　※事前に申し
込みが必要です。当日の受付はできません

キレイに歩くためのウォーキン
グ講座
とき 　22日㈯午後３時30分～５時　とこ
ろ　池尻体育館　対象　３km をゆっくり歩
くことができる健康な人　内容　靴の履き
方や歩き方など、普段の姿勢を正して若々
しく綺

き れ い
麗に歩く方法　参加費　1,000円（保

険料含む）　定員　20人（先着順）　申し込
み・問い合わせ　21日㈮までに住所・名前・
年齢・電話番号をファクシミリで大阪狭山ス
ポーツクラブ事務局（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☎365－3774）

スポーツ
市民体育大会総合開会式
とき　５月７日㈰
午前９時30分から 
ところ　総合体育館 
※種目別の大会日程
は広報誌で随時お知
らせします
問い合わせ　体育協会（田畑☎090－8532－
7391）

市長杯バドミントン大会
とき　５月14日㈰午前９時～午後９時 
ところ　総合体育館　対象　高校生以上で
市内に居住・通勤・通学している人　参加費	
一般1,000円、高校生600円（いずれも保険

料含む）　申し込み　 総合体育館で配布する
募集要項・申込用紙を確認し、29日㈷までに
総合体育館へ直接
問い合わせ　バドミントン連盟（酒井☎
366ー 0959）

キッズ＆小学生サッカー体験　
とき　18日㈫・25日㈫いずれも①午後４時
～４時45分（幼児クラス）、②午後４時45分
～５時45分（小学生クラス）　ところ　市民
総合グラウンド　対象　①４歳～６歳、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☎365－3774）

HIP-HOP ダンスを体験しよう
　音楽に合わせて HIP-HOP ダンスを楽しみ
ましょう。
とき　11日㈫・14日㈮いずれも①午後３時
45分～４時30分（幼児クラス）、②午後４
時45分～５時45分（小学生クラス）　ところ	
総合体育館ほか　対象　①３歳～５歳、②小
学生　参加費　無料　定員　いずれも 10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☎365－3774）

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
　

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
でもできる、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　５月14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　体育館用の靴、
運動ができる服装　申し込み　30日㈰まで
に、「インディアカ教室申し込み」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)

　

募 集
子育て講座実施団体
　ぽっぽえん（子育て支援センター）と協働で
平成29年度の子育て講座を実施する団体を
募集します。
申し込み　ぽっぽえん、市民活動支援セン
ター、市役所子育て支援グループ、市民協
働推進グループで３日㈪から配布する募集
要項を確認し、申込書に必要事項を書いて、
13日㈭～ 20日㈭にぽっぽえんに直接　※
募集要項および申込書は市ホームページか
らもダウンロード可　
《説明会》とき　12日㈬午後２時から　とこ
ろ　ぽっぽえん・研修室②
問い合わせ　ぽっぽえん

図 書

iPad が利用できます
　図書館に iPad を設置しました。音声読み
上げや拡大鏡として、またマルチメディアデ
イジー図書やアプリ青空文庫の閲覧などに
利用できます。館内使用のみでインターネッ
ト接続はできません。料金は無料です。
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

図書館おはなし会
とき　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、水曜日〈午前11時～ 11
時30分〉12日・26日、日曜日〈午後１時30
分～２時〉２日・９日・16日・23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

※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 いやなこと　一人でかかえず　相談を　（平成28年度人権啓発標語から）

〈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〉	『惑星のひみつ☆木星』
〈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

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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ずれも３組（いずれも多数の場合は抽選）　※
抽選結果はファクシミリまたは電話で通知 
参加費　300円（初回のみ。保険料、給食代） 
申し込み　「あそびましょ」希望者は、はがき
に「あそびましょ参加希望（第１・第２希望
月）」と、郵便番号・住所・参加する子どもの名
前（ふりがな）・生年月日・性別・保護者の名前・
電話番号（あればファクシミリ番号）を書い
て、〒589－0023大野台五丁目7－2大野台
こども園、ファクシミリ（ＦＡＸ368－2395）も
可。「つぼみキッズ」希望者は、はがきに「つぼ
みキッズ参加希望（第１・第２希望月）」と、郵
便番号・住所・参加する子どもの名前（ふりが
な）・生年月日・性別・保護者の名前・電話番号

（あればファクシミリ番号）を書いて〒589－
0012東茱 木三丁目2283－１つぼみこど
も園。ファクシミリ（ＦＡＸ367－3544）も可。
いずれも 21日㈮消印有効
問い合わせ　大野台こども園☎366－8957
またはつぼみこども園☎367－3344

認定こども園・保育園の行事
●市立こども園／☎366－0080

《いっしょにあそぼう》０歳児前期／５月９日
㈫・16日㈫・23日㈫・30日㈫、０歳児後期／
９月５日㈫・12日㈫・19日㈫・26日㈫、１歳
児前期／６月６日㈫・13日㈫・20日㈫・27日
㈫、１歳児後期／ 10月３日㈫・12日㈭・17
日㈫・24日㈫、２歳児前期／６月29日㈭・７
月４日㈫・11日㈫・18日㈫・25日㈫、２歳児
後期／ 11月１日㈬・７日㈫・14日㈫・21日㈫・
28日㈫、いずれも午前10時～ 11時　対象	
平成26年４月２日～平成29年４月１日生ま
れの子どもと保護者　定員　０歳児／いずれ
も 10組、１歳児／いずれも 10組、２歳児／
いずれも 15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・子どもの
名前（ふりがな）・性別・生年月日・保護者の名
前・電話番号・希望する期・参加理由・同伴す
る子どもがいる場合は名前と年齢を書いて、
〒589－0022西山台六丁目19－５市立こど
も園。８日㈯消印有効　《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
●大野台こども園／☎366－8957

《園庭開放》月～土曜日いずれも午前10時～
午後０時
●つぼみこども園／☎367－3344

よらないで懐胎した児童　支給額　両親が
いない児童／２万円、一方の親がいない児童
／ 8,000円　申し込み　市役所子育て支援グ
ループ、ニュータウン連絡所、福祉センター
さつき荘で配布する申請用紙に必要事項を
書いて、印鑑と金融機関の通帳を持って（保
護者または対象児童の名義のもの）、１日㈯
～ 28日㈮に子育て支援グループへ直接　※
祝日など休日を除く。ただし１日㈯と 15日
㈯は午前中のみ受付
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
【ミュージックベルコンサート】
とき　８日㈯午前11時～ 11時30分　とこ
ろ　研修室①
【こいのぼり制作】
とき　19日㈬・20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）
【クッキングパーティー「いちご大福」～ぽっぽ
えんで採れたいちごを使って大福を作ろう～】
とき　５月19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　材料費　200円（材料費・保険
料含む。同伴の子ども１人につき 50円が別
途必要）　定員　16組（多数の場合は抽選） 
持ちもの　エプロン、三角巾、ハンドタオル、
皿、フォーク、お茶　申し込み　往復はがき
に郵便番号・住所・電話番号・参加する保護者
と子どもの名前（ふりがな）･ 子どもの年齢・
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ー 0022
西山台三丁目２－１ぽっぽえんへ。24日㈪
～５月６日㈯消印有効。返信用のはがきを
持って直接も可
【あそびのひろば・あおぞらひろば】
とき・ところ　17日㈪／茱 木中央公民館、
18日㈫／南第二幼稚園、19日㈬／西幼稚園、
東野地区公民館、20日㈭／池尻コミュニティ
ホール、21日㈮／狭山池博物館・屋上庭園、
27日㈭／南海狭山住宅自治会館、28日㈮／
くみの木第７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、オムツなど

【子育て講座「爽快楽々体操で心も体もリフ
レッシュ」】
　体が固い人、運動が苦手な人も安心して
受講してください。
とき　27日㈭午前10時～ 11時　ところ	
研修室①　対象　子育て中の保護者　参加
費　無料　※託児あり。１人につき保険料
100円　定員　16人、託児10人（多数の場
合は抽選）　申し込み　５日㈬～ 12日㈬に
ぽっぽえんに電話または直接
問い合わせ　ぽっぽえん

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　５月11日㈭・25日㈭いずれも午前10
時～ 11時（受付は午前９時45分）　ところ	
大野台こども園、つぼみこども園　対象	
平成28年４月～８月生まれの子どもと保護
者　定員　いずれも５組（多数の場合は抽選） 
申し込み　はがきに「スマイル bébé 参加希
望」と、郵便番号・住所・参加する子どもの名
前（ふりがな）・生年月日・性別・保護者の名前・
電話番号（あればファクシミリ番号）を書い
て、大野台こども園希望者は、〒589－
0023大野台五丁目7－2大野台こども園。
ファクシミリ（ＦＡＸ368－2395）も可。つぼみ
こども園希望者は、〒589－0012東茱 木
三丁目2283－１つぼみこども園。ファクシ
ミリ（ＦＡＸ367－3544）も可。いずれも 21日㈮
消印有効
問い合わせ　大野台こども園☎366－8957
またはつぼみこども園☎367－3344

あそびましょ・つぼみキッズ
　親子で体験入園してみませんか。２日目
は園児と給食を食べます。
とき　【５月コース】①11日㈭・②25日㈭、

【６月コース】①15日㈭・②29日㈭、【７月
コース】①６日㈭・13日㈭　【９月コース】①
７日㈭・②21日㈭、いずれも①午前10時～
11時、②午前10時～午後０時（いずれも受
付は９時45分）　ところ・内容　大野台こど
も園／「あそびましょ」、つぼみこども園／「つ
ぼみキッズ」　対象・定員　市内に住んでいる
平成26年４月～平成27年３月生まれの子ど
もと保護者／いずれも３組、平成27年４月～
平成28年３月生まれの子どもと保護者／い

《園庭開放》毎週土曜日午前10時～午後０時 
※５月27日㈯は除く。15日㈯、５月20日
㈯午前10時～ 10時15分は絵本の読み聞か
せをします　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》５月12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　５組（多数の場合は抽
選）　申し込み　28日㈮までに電話で花梨つ
ばさ保育園　《園であそぼう》５月19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

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　５日㈬・15日㈯いずれも午前10時～
11時30分　ところ　池尻保育園
【パパママ教室】
とき　12日㈬午前10時10分～ 11時　とこ
ろ　池尻保育園　内容　フルート演奏　申
し込み　不要
【わんぱく教室】
《①わんぱくクラス》１期（５月～７月）、２期
（９月～ 11月）、３期（12月～３月上旬）の毎
週火曜日いずれも午前10時～ 11時30分（全
12回）　対象　平成25年４月１日～平成27
年３月31日生まれの子ども　《②よちよちク
ラス》１期（５月～７月）、２期（９月～ 11月）、
３期（12月～３月上旬）の毎週木曜日いずれ
も 午 前10時 ～ 11時30分（全12回）　対象	
平成27年４月１日～平成28年３月31日生
まれの子ども　《③はいはいクラス》１期（４
月下旬～７月）の毎月１回いずれも水曜日の
午前10時～ 11時（全４回）　対象　平成28
年４月１日～７月31日生まれの子ども
ところ　池尻保育園・わんぱく教室　参加費 
①②1,000円／月（保険料、おやつ代など）、③
1,000円（保険料、おやつ代など）　定員　い

ずれも 15組程度（多数の場合は抽選）　申し
込み　往復はがきに住所・子どもの名前（ふり
がな）・生年月日・電話番号・希望の期とクラ
ス・返信面にも郵便番号・住所・名前を書いて、
〒589－0007池尻中一丁目12－8池尻保育
園。15日㈯消印有効　
【あおぞらひろば】
とき・ところ　10日㈪／かがやき広場、17
日㈪／東野第１公園、24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、オムツなど
問い合わせ　池尻保育園☎367－2020

おやこのふれあいサークル「わ」
　親子で運動デビューしませんか。
とき　５月11日～６月22日の毎週木曜日、
午 前10時 ～ 11時30分（全7回）　ところ	
総合体育館　対象　市内に住んでいる平成
23年４月２日～平成27年４月１日生まれ
の子どもと保護者　※いずれも妊娠中の人
の参加や対象外の子どもの同伴はできませ
ん　内容　トランポリン、マット運動、ミ
ニ運動会　参加費　3,000円（保険料含む） 
定員　30組（先着順）　申し込み　13日㈭午
前10時から総合体育館で配布する募集要項
を確認し、総合体育館へ直接　
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

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　①５日㈬・②19日㈬いずれも午前10
時～午後０時　※19日は音楽会を行います 
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

子 育 て

児童扶養手当・特別児童扶養手
当の支払い月です
　４月期（12月～３月）の児童扶養手当・特
別児童扶養手当は、11日㈫に振り込みます。
住所変更や婚姻などで状況が変わった場合
は、速やかに子育て支援グループへ届け出
てください。
問い合わせ　子育て支援グループ

児童扶養手当・特別児童扶養手当
の手当額が改定されました
　児童扶養手当法施行令等の一部を改正す
る政令が平成29年４月１日から施行され、
平成29年４月分から手当月額が下表のとお
り改定されました。平成29年４月期の振込
は改定前の手当額が振り込まれます。改定
後の手当が振り込まれるのは、平成29年８
月期振込分からです。

改定後 改定前

全
部
支
給

１人目 4万2,290円 4万2,330円

２人目加算 9,990円 10,000円

３人目以降
加算 5,990円 6,000円

一
部
支
給

１人目 9,980円～
4万2,280円

9,990円～
4万2,320円

２人目加算 5,000円～
9,980円

5,000円～
9,990円

３人目以降
加算

3,000円～
5,980円

3,000円～
5,990円

問い合わせ　子育て支援グループ

ひとり親家庭等児童給付金の申
請を受け付けます
対象　５月５日（基準日）現在、次のいずれか
にあてはまる人で、基準日まで引き続き３か
月以上（平成29年２月５日以前から）大阪狭
山市に住んでいる 18歳未満の児童　○父母
の一方またはどちらもが死亡した児童、○
父母の離婚により、父母の一方またはどち
らとも生活をしていない児童、○父母の一
方またはどちらもが失踪等行方不明の状態
が１年を経過している児童、○母が婚姻に

■発行部数　　26,800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
問い合わせ　　広報・魅力発信グループ

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。詳しくは、問い合わせてください。

広報おおさかさやま広告募集！！（有料）
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行）　集合場所　狭山池博物館・受付　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。８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

ほっとさろん
　洗濯ばさみで猫のクリップをつくり、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　※両日とも同じ内容 
ところ　きらっとぴあ　対象　女性　参加
費　200円（材料費）　定員　各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

気楽に楽しむヨガ講座
とき　①９日㈰／りらっくすヨガ、②23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・会議
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

催 し
市立公民館・図書館竣工40周年記
念イベント演劇「天満のとらやん」
とき　５月21日㈰午後１時～２時30分　と
ころ　市立公民館・大集会室　対象　３歳以
上の人（未就学児は保護者の同伴が必要）　内
容　劇団コーロによる親子で楽しめるお芝
居　参加費　大人1,200円、子ども（３歳～
小学生）500円、親子（大人１人と子ども１人）
1,500円　定員　150人（先着順）　申し込み	
10日㈪から市立公民館に直接
問い合わせ　市立公民館

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

狭山池博物館からのお知らせ
【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　５月７日㈰まで　ところ　狭山池博物

館・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　入場料　無料　《講演会》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・講師　「土木史の視点から
見た橋」松村博さん／元財団法人大阪市都市
工学情報センター理事長　定員　126人（当
日先着順）　参加費　無料
【第９回写真展「狭山池と狭山池博物館を写
す」】
展示期間　５月16日㈫～ 28日㈰　対象作
品　狭山池（副池・西除川を含む）または狭山
池博物館が写っている 2Ｌ～半切サイズの未
発表作品（１人４点以内。組写真の場合１枚
を１点とする）　※デジタルカメラによる作
品も可　応募方法　作品をのり付きパネル
に添付（額装不可）し、裏面に住所・名前・年
齢・電話番号・タイトル・撮影日・作品返却希
望者は朱書きで「返却希望」と書いて、〒589
－0007大阪狭山市池尻中二丁目狭山池博物
館写真展係へ郵送または直接。30日㈰必着 
※返却希望者は、６月１日㈭～ 18日㈰に取
りに来てください。郵送不可　《表彰式》とき	
５月14日㈰午前11時から　ところ　狭山池
博物館・ホール
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～

　「池のめぐり」は早咲き桜、「博物館のめぐ
り」は遅咲き桜。10種の桜を紹介します。
とき　９日㈰午前10時～午後０時（小雨決

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　※電話での申し込みはできません
問い合わせ　社会教育センター

アルコールストーブづくり
　空き缶でコンパクトなアルコールストー
ブをつくります。
とき　23日㈰午後1時～ 4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　3,000
円　定員　６人（先着順）　持ちもの　直火可
能のステンレスカップ、軍手、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

陸上自衛隊信太山駐屯地創立60
周年記念行事
とき　16日㈰午前９時～午後３時　とこ
ろ　陸上自衛隊信太山駐屯地（和泉市伯太

町／ JR 阪和線「信太山駅」下車）　内容　観
閲式、訓練展示、装備品展示、体験試乗、
音楽・太鼓演奏、子ども広場など　参加費	
無料
問い合わせ　陸上自衛隊信太山駐屯地広報
室☎0725－41－0090

学 校
市育英金を利用できます
　高等学校・高等専門学校・専修学校の高等
課程に在学または４月から入学する人で、
経済的な理由で就学が困難な場合は、市育
英金として無利子でお貸しします。ただし、
他の奨学金との併用はできません。
対象　市内に住んでいて、市の住民基本台帳
に記載されている人　金額　月額1万2,000
円（上限額）　返済期間　卒業の１年後から貸
付期間の２倍の期間内　申し込み　３日㈪
～ 28日㈮まで（土・日曜日を除く）に学校教
育グループへ直接
問い合わせ　学校教育グループ

小・中学校就学援助
　経済的な理由などで市立小・中学校の学費

（学用品費、修学旅行費、給食費など）の負担

　

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）

１日㈯チケット発売４月公演の案内

■とき　15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　笑福亭鉄瓶、露の眞、桂小

ち ろ る
留

　あなたの思い出いっぱいのレコードを持ち寄って温かいお
茶とともに聴きましょう。
■とき　10日㈪午後1時30分開場／ 2時開演　■会場　小
ホール・ホワイエ（全席自由）　■会費　1回500円（飲みもの
代）　※レコードを持ち込む人も聴く人も 500円

さやかミニ落語会　鉄瓶のほねぶと落語会

SAYAKA レコードサロン

さやか名画座・6回シリーズ　第1回「ロング・トレイル！」

に困っている世帯を対象とした就学援助制
度があります。援助の内容や対象など詳し
くは、今月下旬に学校を通じて配布する案
内書をご覧ください。
問い合わせ　学校教育グループ

夜間中学校で勉強しませんか
　様々な事情で小学校や中学校を卒業でき
なかった人、実質的に十分な教育を受けられ
ないまま中学校を卒業した人で、夜間中学
校で学ぶ意志のある人は連絡してください。
授業料は無料です。
申込期間　28日㈮まで（土・日曜日を除く）
問い合わせ　大阪市立東生野中学校夜間学
級☎06－6752－2889

笑福亭鉄瓶

■とき　５ 月26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104分（字幕）。購入時に①②
を 選 択　■会場　小 ホ ー ル（全 席
自由）　■出演　ロバート・レッド
フォード、ニック・ノルティほか 
■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

市立コミュニティセンター
休館のお知らせ

　電気設備の点検に伴う停電のため、休
館します。

とき　５月３日㈷午前９時～午後１時

問い合わせ　市立コミュニティセンター

広告掲載に関する問い合わせは、広報・魅力発信グループ


