
講座

Zoomの使いかた講座

とき　14日㈭午後７時～９時、26日㈫午後２
時～４時、29日㈮午前10時～午後０時　と 
ころ　さやま荘　内容　オンライン会議の
参加方法などを学ぶ　定員　いずれも15人

（先着順）　申し込み　市役所福祉グループで
配布する申込書、または、はがきに住所・名
前（ふりがな）・電話番号・ファクシミリ番号・
参加希望日を書いて〒589-0021今熊一丁
目85社会福祉協議会。電話、ファ
クシミリ (FAX366-7407)、申込
フォームからも可。８日㈮必着
問い合わせ　社会福祉協議会☎367-1761

きらっとぴあからのお知らせ

【きらっとカフェ】
とき　７日㈭午前10時30分～午後０時　と
ころ　市役所南館・会議室　対象　女性　定

員　６人程度（先着順）　申し込み　きらっと
ぴあへ電話または直接

【きらぴ☆トーク～自分でできるココロのメ
ンテナンス PartⅡ～】
とき　20日㈬午前10時30分～午後０時　と
ころ　市役所南館・会議室　対象　女性　講
師　杉本志津佳さん／フェミニストカウンセ
リング堺　定員　８人程度（先着順）　申し込
み　きらっとぴあへ電話または直接
問い合わせ　きらっとぴあ☎247-7047

読書感想文講座

とき・対象　10日㈰午前10時～午後０時／
小学４～６年生、午後１時30分～３時30分
／小学１～３年生　ところ　市立公民館・多
目的室　定員　いずれも10人（先着順）　申
し込み　２日㈯午前９時から図書館へ電話
または直接
問い合わせ　図書館☎366-0071

スポーツ

市長杯硬式テニス大会

とき・種目　９月４日㈰／一般男子ダブルスＡ
Ｂ級・ＣＤ級、11日㈰／女子ダブルスＣＤ級、
18日㈰／女子ダブルスＡＢ級・グランドベテラ

ン、19日㈷／混合ダブルスＡＢ級・ＣＤ級、午
前９時から（午前８時45分集合）　※予備日／
９月25日㈰・10月２日㈰　ところ　山本テニ
スコート　参加資格　テニス連盟会員（一般の
部／中学生以上の人、グランドベテランの部
／ 60歳以上の人）　試合方法　トーナメント
またはリーグ戦形式　参加費　１人1,500円 
※当日連盟会員登録する人は 500円が別途必
要　定員　いずれも 30組（先着順）　申し込み
１日㈮～ 31日㈰に参加種目・住所・名前（ふり
がな）・性別・年齢・電話番号・所属チーム名・連
盟登録の有無を電子メール（fgsayama@mtj.
biglobe.ne.jp）でテニス連盟事務局
問い合わせ　テニス連盟事務局☎367-4547

催し

夏が来た！狭山音頭をおどろう♪体験会

とき　16日㈯午前10時～午後０時　ところ 
市立公民館・大集会室　対象　小学生以上の
人　内容　狭山音頭をはじめ、盆踊りの音頭
を踊る体験会、Myうちわづくり体験　講師 
さやま音頭保存会　参加費　100円　定員 
20人 (多数の場合は抽選）　申し込み　市立

問い合わせ　社会教育グループ☎349-
9487

総合体育館に大風量スポット 
エアコンを設置
　夏期における心身への負担をやわら
げ、競技環境の充実を図るため、熱中症
対策工事を行いました。
該当箇所　総合体育館・メインアリーナ、 
サブアリーナ、武道場
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サマージャンボ宝くじ
（ミニ同時発売）

　サマージャンボ宝くじの収益金の一
部は、市町村の明るく住みよいまちづ
くりに使われます。インターネットか
らも購入できます。
販売期間　５日㈫～８月５
日㈮　抽選日　８月17日㈬
問い合わせ　（公財）大阪府 
市町村振興協会☎06-69 
41-7441

　100年以上の歴史を持つ「大野ぶどう」は、糖度が高く渋みも少
ないことで有名なぶどうです。多くのファンを持ち、品評会でも
受賞歴があります。
　毎年７月ごろから、大野地区や狭山ニュータウン地区、国道
310号線沿いに直売所が立ち並びます。直売所マップは市役所産
業振興・魅力創出グループ、ニュータウン連絡所、JA大阪南狭山
西支店・狭山東支店、大阪狭山市商工会で配布しています。市ホー
ムページ、JA大阪南ホームページからもダウンロードできます。
問い合わせ　JA大阪南狭山西支店☎365-0831

夏の名産品　大野ぶどう
食べてみませんか？

　大阪まちなみ賞とは、周辺環境の向上に資し、かつ、景観上優れた「建物」や「建物を中心と
したまちなみ」の特に優れたものを表彰するものです。現在、第41回大阪まちなみ賞を募集
していますので、ぜひ推薦してください。詳しくは大阪府ホームページを確認してください。
受付期間　１日㈮～ 31日㈰
問い合わせ　大阪府都市整備部建築環境課住環境推進グループ☎06-6210-9718

新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります
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公民館、社会教育センター、市役所社会教
育グループ、ニュータウン連絡所で配布す
る申込書を各窓口へ直接。または、はがき
に講座名・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)、市立
公民館ホームページからも可。８日㈮必着
問い合わせ　市立公民館☎366-0070

狭山池博物館からのお知らせ

【フレッシュコンサート2022～スタジオプ
ラーチー南インド古舞踊バラタナティヤム～】
とき　８月21日㈰午後１時30分～３時（午
後１時開場）　ところ　ホール　出演　松
下陽子さん、高橋香絵さん、米道ゆかりさ
ん／スタジオプラーチー　プログラム　ス
ローカムとガネーシャストゥティ、クリシュ
ナ神十の化身の物語、ルードゥラ・タンダ
ヴァ、ティラナほか　定員　60人（多数の
場合は抽選）　申し込み　往復はがきに代表
者の住所・名前・電話番号・参加者全員の名
前（２人まで）と返信面に代表者の住所・名前
を書いて、〒589-0007池尻中二丁目狭山
池博物館フレッシュコンサート2022スタ
ジオプラーチー担当。電子メール（oubo@
sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp）
も可。１通につき１グループ。８月６日㈯
必着

【フレッシュコンサート2022～納涼寄席～】
とき　８月７日㈰午後１時30分～３時30分 

（午後１時開場）　ところ　ホール　出演　さや 
ま落語会　演目・演者　片棒／喜楽亭いこ
か、金明竹／喜楽亭ポッポ、野崎詣り／生駒
亭文座、艶やか南京玉すだれ／菊乃家一門笑
女隊、高津の富／花咲か亭東光　定員　60 
人（多数の場合は抽選）　申し込み　往復は
がきに代表者の住所・名前・電話番号・参加
者全員の名前（２人まで）と返信面に代表者
の住所・名前を書いて、〒589-0007池尻
中二丁目狭山池博物館フレッシュコンサー
ト2022納涼寄席担当。電子メール（oubo@
sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp）
も可。１通につき１グループ。20日㈬必着
問い合わせ　狭山池博物館☎367-8891

夕暮れマルシェ in 狭山池

　狭山池周辺の魅力向上や、コロナ禍におけ
る「新しい生活様式」を踏まえた屋外空間の創
出、公民連携によるまちづくりを目的として、
キッチンカーを出店します。
とき　２日～ 30日の毎週土曜日午後３時～
７時（荒天中止）　ところ　狭山池公園・北堤

（２日・16日・30日）、さやか公園（９日・23日）
問い合わせ　都市計画グループ☎366-0011

図書

図書館からのお知らせ

【調べ学習教室】
とき　18日㈷午後２時～４時　ところ　おは
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投影日　３日～ 31日の毎週日曜日午後２時から、午後３時から（２回投影）　ところ　市立公民館・プラネ
タリウム室　テーマ　誕生星座12のはなし　定員　いずれも59人（当日先着順）　問い合わせ　市立公民館☎366-0070

なしの部屋　対象　小学３～６年生と保護者
内容　親子で調べ学習　定員　４組（先着順） 
持ちもの　筆記用具　申し込み　２日㈯午前
９時から図書館へ電話または直接

【おはなし会】
とき　３日㈰・７日㈭・10日㈰・13日㈬・14
日 ㈭・17日 ㈰・21日 ㈭・
24日㈰・27日㈬・28日㈭・
31日㈰午前11時～ 11時
30分、９日㈯・23日㈯午
後３時～３時30分　とこ
ろ　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）を
貸し出しています。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。

【雑誌のインターネット予約サービス】
　１日㈮から、雑誌の最新号をインターネッ
トから予約できるようになりました。
問い合わせ　図書館☎366-0071

　地球環境問題を身近なものとしてとらえ、環境の大切さを再認識するきっかけづくりとして、エコ川柳コンテストを実施します。日常
生活の中で実践している地球にやさしい取り組みや、環境に関して普段感じていることを川柳にして表現してみませんか。エコに取り組
んでいる様子が思い浮かんだり、思わず笑ってしまうような、楽しい作品をお待ちしています。
　入賞者には賞状と記念品を贈呈します。入賞作品は市ホームページや広報誌などで公表します。表彰は11月下旬を予定しています。
テーマ　省エネルギー、節電、地球温暖化防止、リサイクルなどエコに関連するもの　対象作品　応募者本人が創作した未発表で、ほか
のコンテストなどに応募されていない作品（発表済みの作品と著しく似ていると判断した作品は無効とします）　※一人１作品のみ応募可

（複数作品を応募した場合は最初に提出した作品を応募作品とみなします）。標語ではありません　応募方法　市役所生活環
境グループ、市民活動支援センター、ニュータウン連絡所で配布する応募用紙を、〒589-8501大阪狭山市役所生活環境
グループへ郵送（はがきでも可）または直接。ファクシミリ（FAX367-7953）、電子メール（eco@city.osakasayama.osaka.
jp）も可　※応募用紙は市ホームページからもダウンロード可　募集期間　20日㈬～８月31日㈬必着

エコ川柳コンテスト 問い合わせ　生活環境グループ☎366-0011

返却ポストが使用できます
金剛駅、大阪狭山市駅、狭山駅、市役所、

市立コミュニティセンターに設置（回収は１日１回）

図書宅配サービス
郵送料は実費です

ブックスタートフォローアップ事業
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

市役所で予約図書の受け取りができます
開館時間：午前９時～午後８時
７月の休館日はありません
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コミュニティホールのみ、１日㈮から UPっ
ぷへ電話または直接。６組まで（先着順）

【Welcome！UPっぷ「ふたごちゃん・みつご
ちゃんの会」】
　多胎児を子育て中の人、妊娠中の人、子
どもと一緒に遊びながら親同士も仲良くな
りましょう。
とき　７日㈭午前10時～ 11時　ところ　研
修室　※当日お越しください
問い合わせ　UPっぷ（子育て交流ひろば）☎
360-4320

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

【ふれあいサタデー・ふれあいウェンズデー】
とき　２日㈯・27日㈬午前10時～ 11時30
分　ところ　池尻保育園　内容　園庭遊び

【パパママ教室】
とき　11日㈪午前10時～ 11時　ところ　池 

尻保育園　内容　アクセサリー（イヤリング
かピアス）づくり講座　講師　江口伸子さん
／パリッシュブルースタジオ　定員　４組（先
着順）　申し込み　８日㈮までに電話で池尻
保育園

【わんぱく教室】
とき　①わんぱくクラス／２期（８月23日
～ 11月15日）の毎週火曜日（９月27日は除
く）、午前10時～ 11時30分（全12回）、②
はいはいクラス／８月31日㈬・９月７日㈬・
10月５日㈬・11月16日㈬午前10時～ 11時

（全４回）　ところ　池尻保育園・わんぱく教
室　対象　①平成30年４月～令和２年３月
生まれの子ども　②令和３年８月～ 11月生
まれの子ども　参加費　①1,000円／月（保
険料、おやつ代など）　②1,000円／全４回
分（保険料、おやつ代など）　定員　①７組程
度　②２組程度（多数の場合は抽選）　申し込
み　30日㈯までに電話で池尻保育園
問い合わせ　池尻保育園☎367-2020

認定こども園・保育園の行事

●きらりこども園／☎366-3707
≪ぷちきらり夏まつり≫28日㈭午前10時～
11時　対象　未就園児と保護者　内容　簡単
な夏まつりごっこ　定員　10人程度（先着順）
申し込み　21日㈭までに電話できらりこども
園　≪水あそびを楽しもう≫８月25日㈭午前
10時～ 11時　対象　未就園児と保護者　内 
容　プールあそび・水あそび　定員　10人程度

子育て

保育見学会を開催します

とき　４日㈪～６日㈬午前10時～ 11時　と
ころ　東幼稚園☎365-0124／狭山三丁目
2555-１、半田幼稚園☎367-1823／半田二
丁目269、東野幼稚園☎366-1663／東野中
二丁目22、市立こども園☎366-0076／西
山台六丁目19-12　※駐車場はありません。
詳しくは各園に問い合わせてください
問い合わせ　保育・教育グループ☎366-0011

UPっぷからのお知らせ

【あそびのひろば・あおぞらひろば「近くの集
会所・公園・幼稚園で一緒に遊ぼう」】
とき・ところ　４日㈪／山本地区会館、６日
㈬／東野幼稚園、７日㈭／池尻コミュニティ
ホール、11日㈪／市立こども園、12日㈫／
大野台三丁目自治会館、13日㈬／半田幼稚
園、14日㈭／東幼稚園、20日㈬／東野地区
公民館、21日㈭／南海狭山住宅自治会館、
午前10時～ 11時　※徒歩または自転車で
お越しください。多数の場合、人数制限を
行うことがあります　対象　２か月～未就
学児と保護者　持ちもの　飲みもの、タオル、
着替え、おむつ　申し込み　不要　※池尻

　「もしかして児童虐待？」と思ったら、「まちがいかも…」とためらわず次の相談窓口へ連
絡してください。あなたの行動が子どもの安全を守ります。

【相談窓口】
◎児童相談所全国共通ダイヤル☎189（いちはやく）
　24時間365日対応
◎市役所子育て支援グループ☎366-0011
　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前９時～午後５時30分
◎児童虐待110番☎0721-25-2263（大阪府富田林子ども家庭センター）
　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前９時～午後５時45分　
　夜間休日虐待通告専用電話☎072-295-8737

問い合わせ　子育て支援グループ☎366-0011

児童虐待と気づいたら189番

心の輪を広げる体験作文・障がい者週間のポスター募集

　障がいのある人とない人との心のふれあいの体験を書いた作文や、障がい者への理
解を促進するポスターを募集します。入選者には賞状などを贈呈します。
対象　作文／小学生以上の人、ポスター／小・中学生　規格　作文／ 400字詰め原稿用
紙（縦書き）で小・中学生は２～４枚、そのほかは４～６枚　※点字や電子メールでの応
募も可　ポスター／ B３または四つ切りの画用紙（縦長のみ）　申し込み　〒540-8570
大阪市中央区大手前三丁目２-12大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁
護グループへ郵送または直接。９月２日㈮必着　※詳しくは、大阪府ホームページを
確認してください
問い合わせ　大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課権利擁護グループ☎06-69 
41-0351 公共交通機関を利用しましょう

問い合わせ　土木グループ☎366-0011

新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります
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（先着順）　持ちもの　水着、タオル　申し込
み　８月18日㈭までに電話できらりこども園 
●ルンビニ保育園／☎365-8808
≪よちよちクラブ・のびのびクラブ≫①５日
㈫・②20日㈬・③23日㈯午前９時45分～ 10
時30分　対象　３か月～２歳の子どもと保護
者　内容　①七夕あそび　②氷あそび　③夏
まつり　持ちもの　汚れてもよい服装　申し
込み　①２日㈯・②16日㈯・③21日㈭までに
電話でルンビニ保育園　≪園庭開放≫月～金
曜日午前９時30分～ 10時30分
●山本こども園／☎360-7000
≪小麦粉粘土であそぼう≫20日㈬午前10時～
11時　定員　５組（先着順）　申し込み　13 
日㈬までに電話で山本こども園　≪園庭開
放≫月～金曜日午前10時～午後５時（休園日
を除く）　≪なかよし散歩≫６日㈬・８月10

日㈬午前10時～ 11時（雨天中止）
●池尻ななこども園／☎290-7731
≪ななっこ散歩≫７日㈭午前10時～ 11時 
対象　未就園児と保護者　申し込み　４日
㈪までに電話で池尻ななこども園　≪な
なっこクラブ≫①14日㈭・②21日㈭午前10
時～11時　対象　未就園児と保護者　申し
込み　①７日㈭・②14日㈭までに電話で池尻
ななこども園　≪園庭開放≫月～金曜日午
前10時～ 11時（雨天中止）　対象　未就園児
と保護者
●大谷さやまこども園／☎349-6084
≪園庭開放≫６日㈬・８日㈮・13日㈬・15日㈮・
27日㈬・８月３日㈬・５日㈮・10日㈬・19日㈮・
24日㈬・26日㈮午前10時～午後０時（雨天中止） 
定員　いずれも５組　申し込み　電話で大谷さ
やまこども園　≪りすさん教室≫２歳児を対

象に実施。詳しくは園ホームページを確認
してください

里親相談会

とき　８月11日㈷午前10時～午後３時　と 
ころ　SAYAKAホール・小会議室２　定員 
10組（先着順）　申し込み・問い合わせ　電 
話で高鷲学園 with里親☎072-959-2202。
電子メール (withsatooya@takawashigaku 
en.com)も可

３日㈰チケット販売

南河内 JAZZ フェスティバル 2022　大阪狭山 STAGE

■とき　10月１日㈯午後５時30分開場／６時開演　■会場　コンベンションホール（全席自由）　■出演　青
木まきほ＆ヌーベルボーンズ with 畑ひろし　■前売　一般2,100円（当日300円増）、ペア 4,000円（前売り
のみ）、３公演セット券4,800円（購入時に３公演を選んでください）　
■南河内 JAZZ フェスティバル 2022スケジュール
９月３日㈯富田林“星空”STAGE ／すばるホール、９月10日㈯松原 STAGE ／松原市文化会館、９月17日
㈯藤井寺 STAGE ／パープルホール、10月１日㈯大阪狭山 STAGE ／ SAYAKA ホール、10月８日㈯羽曳野
STAGE／ LIC はびきの、10月15日㈯河内長野“feat. 講談”STAGE／ラブリーホール

16日㈯チケット発売／会員先行予約９日㈯～13日㈬

大黒摩季 MAKI OHGURO 30th Anniversary 
Best Live Tour 2022-23 -SPARKLE-

■とき　９月17日㈯
午後４時開場／５時開
演　■会場　大ホー
ル（全席指定）　■前売 
一般7,800円　※一人
４枚まで

カラオケフェスタ参加者募集
　10月28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、開催日の午前10時～午後４時（予定）のい
ずれの時間でも出演できる人　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。一人

問い合わせ　SAYAKAホール☎365-8700

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曲のみ）　申し込み　１日㈮からSAYAKA
ホール、市役所公民連携・協働推進グループ、
市立公民館、さやま荘で配布する申込書を、
１日㈮～31日㈰午後５時に SAYAKA ホールへ直接　※ファクシミ
リ、郵送は不可

E V E N T  I N F O R M A T I O N

７月公演の案内

【宝くじ文化公演】川井郁子ヴァイオリンコンサート
“西洋と東洋”“昔と今”…越境する響き

■とき　10日㈰午後１時15分開場／午後２時開演　■会場　大
ホール（全席指定）　■出演　ヴァイオリン／川井郁子、太鼓／吉
井盛悟、箏

こと
／喜羽美帆、尺八／小湊昭尚ほか　■予定曲　竹田の

子守唄、もののけ姫、チャールダーシュほか　■前売　一般2,000
円、高校生以下1,000円（当日各500円増）　※宝くじの助成によ
り特別料金となっています

青木まきほ＆ヌーベルボーンズ

川井郁子

大黒摩季


