
講座

手話奉仕員レベルアップ講座

とき　24日～10月26日の水曜日午後７時
～９時（全10回）　※11⺼２日㈬・９日㈬は
予備日　ところ　市立公民館・集会室１　対
象　市内に居住・通勤・通学する手話奉仕員
養成講座修了者（手話通訳士、大阪府手話通
訳登録者、大阪府手話通訳者養成講座修了
者は除く）　定員　20人（先着順）　申し込み 
はがきに「手話奉仕員レベルアップ講座受
講希望」・郵便番号・住所・名前・年齢・電話番
号・手話奉仕員養成講座修了年度を書いて、
〒589-0021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

（FAX366-7407）も可。10日㈬必着
問い合わせ　ボランティアセンター
☎367-6601

催し

歴史文化セミナー簡修館

とき　①28日㈰・②９月４日㈰・③11日㈰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「平安末・鎌倉初期に
おける南河内地域の発展と源平争乱～八条院
祈願所金剛寺の成立と長野荘下司源貞弘～」
川合康さん／大阪大学大学院教授　②「南河
内の寺社と南北朝内乱」橘悠太さん／奈良文
化財研究所アソシエイトフェロー　③「戦国
期における南河内の＜地域＞社会」三好英樹 
さん／大阪府教育庁文化財保護課　定員　60
人（当日先着順）
問い合わせ　歴史文化グループ☎366-0011

狭山池博物館からのお知らせ

【フレッシュコンサート2022「JBブレンズ＆
あ～すぽえむ」】
とき　９月18日㈰午後１時30分～３時（午
後１時開場）　ところ　ホール　定員　60人

（多数の場合は抽選）　申し込み　往復はが
きに住所・参加者全員の名前（２人まで）・電
話番号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 JBブレンズ＆
あ～すぽえむ担当。電子メール（oubo@sa 
yamaikehaku.osakasayama.osaka.jp）も
可。１グループ１通まで。９月３日㈯必着

【第14回写真展・絵はがきコンテスト「狭山池
と狭山池博物館を写す」】
展示期間　28日㈰まで　ところ　特別展示
室　内容　狭山池、副池、西除川、狭山池
博物館の未発表写真と狭山池まつりがテー
マの未発表絵はがきを展示

【第22回子ども絵画展「狭山池や博物館・郷土
資料館を描こう！」】
展示期間　28日㈰まで　ところ　館内

【令和４年度特別展「古墳時代導水施設の儀礼」】
≪歴史セミナー≫とき　９月24日㈯午後２
時～３時30分（午後１時30分開場）　ところ
ホール　内容・講師　「導水施設入門」久永雅
宏さん／狭山池博物館学芸員　定員　60人

（多数の場合は抽選）　申し込み　往復はが
きに住所・名前・電話番号と返信面に住所・
名前を書いて、〒589-0007池尻中二丁目
狭山池博物館特別展歴史セミナー第１回担
当。電子メール (oubo@sayamaikehaku.o 
sakasayama.osaka.jp)も可。１人１通まで。
９月11日㈰必着
問い合わせ　狭山池博物館☎367-8891

【令和４年度なるほど狭山池！狭山池歴史
ウォーク】
とき　９月11日㈰午前10時～午後０時　※小
雨決行　集合場所　受付　内容　狭山池とた
め池いろいろ～ため池の魅力を紹介します～ 
定員　15人（先着順）　申し込み　１日㈪～
９月10日㈯午後５時に住所・名前・年齢・電話
番号を電子メール（sayamaike.walk@gmail.
com）で狭山池博物館。ファクシミリ（FAX367-
8892）または直接も可
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

きらっとぴあからのお知らせ

【きらっとカフェ】
とき　４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

【LGBTQ講演会～当事者がみんなに知って
ほしいこと～】
　幼少期からの苦悩などの経験をもとにみ
んなに知ってほしいことを話します。
とき　26日㈮午前10時30分～午後0時　と 
ころ　市役所南館・講堂　講師　竹

ち く し
紫春

は る と
翔さ

ん／オニイタレント　定員　30人程度（先着
順）　申し込み　住所・名前・年齢・電話番号を
電子メール（os-gender@water.ocn.ne.jp） 
できらっとぴあ。電話または直接も可

【きらぴ☆トーク「どうする？夫との意見、価
値観などのズレ」】
とき　18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　加藤伊都子さん／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

バリアフリー映画上映会「くちびるに歌を」

とき　９月３日㈯午後１時30分 
～４時　ところ　市立公民館・
多目的室　対象　中学生以上の 
人　内容　字幕と音声ガイドが 
ついた映画を上映（補聴器を使用している人
には聞こえやすい席を用意します）　定員　30
人（先着順）　申し込み　３日㈬午前９時～９
月２日㈮に名前（ふりがな）・ファクシミリ番
号を電話で図書館。ファクシミリ（FAX366-
0052）または直接も可
問い合わせ　図書館☎366-0071

ふれあいライブ Vol.39
～夏・全・開　みんなサマー！～

とき　27日㈯午後０時～１時40分（午前11
時30分開場）　ところ　市立公民館・ふれあい
フロア　内容　朗読、様々なジャンルの演奏、
フラダンスなど　定員　50人（当日先着順）
問い合わせ　市立公民館☎366-0070

里レク2022夏まつり

　団体によるレクリエーションを開催します。 
とき　21日㈰午前10時～午後３時　ところ
市民ふれあいの里　内容　ペットボ
トル工作、おばけやしき体験、おも
ちゃづくりなど　入場料　無料（模擬
店は有料）
問い合わせ　社会教育グループ☎349-9487

スポーツ

テニス教室（８回コース）

とき　９月５日㈪・12日㈪・20日㈫・26日
㈪・10月３日㈪・10日㈷・17日㈪・24日㈪午

21 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

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
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前９時15分～10時45分（全８回）　※10月
31日㈪・11月７日㈪・14日㈪は予備日　と
ころ　山本テニスコート　対象　初心者・初
級者　参加費　5,000円（保険料を含む）　定
員　10人（先着順）　申し込み　１日㈪～25
日㈭に住所・名前（ふりがな）・性別・年齢・電
話番号を電子メール（1125n-ta@iris.eonet.
ne.jp）でテニス連盟事務局
問い合わせ　テニス連盟事務局（飯塚☎090-
8367-7267）

ニュースポーツにチャレンジ！in大阪狭山

とき　21日㈰午前９時30分～午後１時30
分（無料開放デー）　ところ　市民ふれあい
の里・スポーツ広場　対象　小学生と保護者 
内容　フライングディスク、ラダーゲッター、
グラウンドゴルフ　参加費　200円　定員
100人（当日先着順）
問い合わせ　スポーツ推進委員会事務局（社
会教育グループ内）☎349-9487

バレエ教室

とき　９月１日～ 29日の木曜日午後４時45
分～５時45分（９月15日を除く。全４回）　と
ころ　総合体育館・サブアリーナ　対象　５～
10歳の子ども　参加費　4,400円　定員　10
人（先着順）　持ちもの　動きやすい服装、タ
イツ、バレエシューズ　申し込み　総合体育
館へ直接
問い合わせ　総合体育館☎365-5250

市長杯争奪軟式野球大会

とき　10月16日㈰・23日㈰・30日㈰・11月
６日㈰・27日㈰・12月11日㈰・18日㈰午前

９時～午後５時　ところ　野球場　対象　市
内に居住・通勤・通学する人で構成されたチー
ム（同じユニフォームの着用が必要）　参加費
１万5,000円　申し込み・問い合わせ　28日
㈰までに電話で軟式野球連盟☎368－6411

「テニスの日」親子テニス教室

とき　９月23日㈷午前９時30分～11時30
分（午前９時15分集合）　ところ　総合体育
館・メインアリーナ　定員　40組（先着順）　※
市内に居住・通園・通学する４歳児～小学６
年生と保護者優先　持ちもの　動きやすい
服装、上靴、ラケット　申し込み　１日㈪～
31日㈬に住所・名前（ふりがな）・性別・年齢・
学校園名・学年・保護者の名前・電話番号・ラ
ケットの有無を電子メール（1125n-ta@iris.
eonet.ne.jp）でテニス連盟事務局
問い合わせ　テニス連盟事務局（北川☎090-
7356-5420）

バドミントン連盟杯大会

とき　９月11日㈰午前９時～午後６時　と
ころ　総合体育館　内容　女子団体戦（１
チーム６～８人）、混合団体戦（１チーム男
女３～４人ずつ）　参加費　一般／ 6,000円、
高校生のみ／ 3,000円　定員　いずれも４
チーム（先着順）　申し込み　総合体育館で配
布する申込書を26日㈮までにファクシミリ

（FAX366-0959）でバドミントン連盟
問い合わせ　バドミントン連盟（酒井☎366-
0959）

学校

令和４年度就学義務猶予免除者などの
中学校卒業程度認定試験

試験日　10月20日㈭　試験会場　エル・お
おさか（大阪市中央区北浜東／大阪メトロ堺
筋線「北浜駅」下車）　受付期間　９月２日㈮
まで　※詳しくは文部科学省ホームページ
を確認してください
問い合わせ　学校教育グループ☎366-0011
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小・中学校の学校閉庁日

　教職員の「働き方改革」や健康管理の観点か
ら、今年度は10日㈬～15日㈪の６日間を「学
校閉庁日」とします。
問い合わせ　学校教育グループ☎366-0011

就園・就学特別相談会

とき　９月10日㈯・24日㈯午前９時30分～
午後０時（予約制）　ところ　市役所別館・相
談室 B　対象　入園や入学を控えた子どもの
状況に不安がある保護者　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☎366-0011

図書

図書館からのお知らせ

【夏のおはなし会】
とき　７日㈰午前11時～11時40 
分　内容　「にんじんさん だい
こんさん ごぼうさん」など

【おはなし会】
とき　４日㈭・10日㈬・14日㈰・21日㈰・24
日㈬・25日㈭・28日㈰午前11時～ 11時30
分、６日㈯・20日㈯午後３時～３時30分
問い合わせ　図書館☎366-0071

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

休館日：31日㈬

投影日　７日～ 28日の日曜日午後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　星空ウォッチ 主役は土星！そして月　定員　いずれも59人（当日先着順）
≪プラネタリウム・アラモード≫投影日　11日㈷ 午後２時～２時30分　テーマ　星空と音楽　定員　40人（当日先着順）問い合わせ　市立公民館

　　　　　　☎366-0070

なやみごと 頼れる人に  相談を 　（令和３年度人権啓発標語から）



がないと資格を失うので注意してください。
　また受給開始から一定の期間が経過して
いる人は、一部支給停止適用除外事由届出
書を現況届と同時に提出してください。提
出がない場合は受給資格があっても受給額
が半額になります。
提出期間　１日㈪～31日㈬（６日㈯・20日㈯
は午前中のみ受け付け）
問い合わせ　子育て支援グループ☎366-0011

UPっぷからのお知らせ

【親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた！”】
とき　９月８日～ 29日の木曜日午前10時～
午後０時（全４回）　ところ　ぽっぽえん・研修
室　対象　市内に住んでいる令和４年４月２
日～７月８日生まれの子ども（第１子）と母親 
定員　10組（多数の場合は抽選）
申し込み　25日㈭までに市申込
フォームから。UPっぷへ直接も可

【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、妊娠中の人が子ど
もと一緒に遊びながら仲良くなるためのイベ
ントです。
とき　９月２日㈮午前10時～11時　ところ
研修室
問い合わせ　UPっぷ（子育て交流ひろば）☎360 
-4320

【ハンドメイドであそぼう！】

とき　３日㈬午前10時30分～11時30分・
午後１時～２時（午前10時受け付け。午後か 
ら希望の人は整理券を配布）　ところ　研修
室　内容　①レジンでねこバッジづくり　②
ウッドコラージュBOXづくり　③インテリ
アボトルづくり　講師　ハンドメイド作家

（①尾
おごもり

篭美
み か

香さん　②永
な が い

井陽
よ う こ

子さん　③佐
さ さ き

々木 
マリさん）　参加費　いずれも300円（材料
費）　定員　いずれも６人（小学２年生以下は
保護者同伴）
問い合わせ　UPっぷ（世代間交流ひろば）☎360 
-4321
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ぽっぽえんからのお知らせ

【ペアレントトレーニング～つながろう～】
　子どもの行動を理解し、かかわり方を学ぼう。
とき　10月13日㈭・27日㈭・11月10日㈭・
24日㈭・12月８日㈭午前10時～11時30分

（全５回）　※フォローアップ／令和５年３月
９日㈭午前10時～ 11時30分　ところ　研 
修室２　対象　３歳～小学３年生の子ども
の保護者　参加費　無料（保育希望者は保険
料600円が必要。保育の人数により料金を
変更する場合があります）　定員　６人（多数
の場合は抽選）　申し込み　ぽっぽえん、Ｕ
Ｐっぷ、市役所子育て支援グループ、市立幼
稚園、市立こども園、市立公民館、図書館、
保健センター、市立コミュニティセンターで
配布する申込書を〒589-0022西山台三丁
目２-１ぽっぽえんへ郵送または直接。22日
㈪～ 29日㈪消印有効

【お家で簡単！親子体操で楽しくスキンシップ】
とき　９月９日㈮・16日㈮
午前10時30分 ～11時10
分（全２回）　ところ　研修
室１　対象　２歳～未就学
児の子どもと保護者　内容
親子体操、ボール遊び、マット運動など　講
師　市井啓太さん、安藤瞳さん／ NPO法人
大阪狭山スポーツクラブ　定員　８組（多数
の場合は抽選）　申し込み　ぽっぽえん、Ｕ
Ｐっぷ、市役所子育て支援グループ、市立公
民館、図書館、保健センター、市立コミュニ
ティセンターで配布する申込書を15日㈪～
９月１日㈭にぽっぽえんへ直接

【年齢別交流会～ぶどうクラブ～】
とき　23日～９月13日の火曜日
午後１時30分～２時30分（全４
回）、24日～９月14日の水曜日午
前10時～11時（全４回）　ところ　研修室１ 
対象　０歳児　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　300円 
程度（４回分の保険料・材料費など）　定員　い 
ずれも８組（多数の場合は抽選）　※別室保育
あり　申し込み　８日㈪までにぽっぽえん
へ電話または直接
問い合わせ　ぽっぽえん☎360-0022

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　３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

子育て

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」

　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支援プログラムです。
とき　29日㈪・９月６日㈫・12日㈪・20日㈫・
26日㈪・10月３日㈪・11日㈫・17日㈪・24
日㈪・31日㈪・11月７日㈪・14日㈪・21日㈪・
28日㈪・12月５日㈪・令和５年３月ごろ午前
10時～午後０時（全16回）　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）　定員　10人（先
着順）　※保育あり　申し込み・問い合わせ 
５日㈮から住所・名前・電話番号・保育希望の
有無を電話で（一社）富田林市人権協議会☎
0721-24-3700。ファクシミ
リ（FAX0721-25-5952）、電子
メール（wakaichi@luck.ocn.
ne.jp）も可

今月は特別児童扶養手当の支払い月

　４～７月分の特別児童扶養手当を10日㈬に
振り込みます。住所変更などで状況が変わっ
た場合は、速やかに届け出てください。
問い合わせ　子育て支援グループ☎366-0011

特別児童扶養手当所得状況届

　特別児童扶養手当を受給している人は、所
得状況届を提出してください。提出がない場
合は、受給資格があっても、８月分以降の手
当を受けられません。届け出がないと資格を
失うことがありますので注意してください。
提出期間　12日㈮～９月12日㈪（20日㈯・
９月３日㈯は午前中のみ受け付け）
問い合わせ　子育て支援グループ☎366-0011

児童扶養手当現況届

　児童扶養手当を受給している人は、現況届
を必ず31日㈬までに市役所子育て支援グルー
プへ提出してください。提出がない場合は、
受給資格があっても、11月分以降の手当を受
けられません。現在支給停止の人も、届け出

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

防災行政無線放送テレホンサービス
フリーダイヤル 0120－367－707

防災行政無線の内容を電話で聞けます
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劇団四季ファミリーミュージカル
人間になりたがった猫

とき　11月５日㈯午後３時15分開場／
４時開演　会場　大ホール（全席指定）
前売　S 席5,500円、A 席4,400円、小学
生以下 S・A 席とも 3,000円（当日各500
円増）　※１人４枚まで

さやかミニ落語会　鉄瓶のつうかい落語会

とき　27日㈯午後１時30分開場／午後２時開演　会 
場　大会議室（全席自由）　出演　笑福亭鉄瓶、林家染
八、桂源太
前売　一般
1,000円（当
日200円増）
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【パパママ教室】
とき　19日㈮午前10時～11時30分　とこ
ろ　池尻保育園　内容　水の危険についての
話、プール遊び　定員　10組（先着順）　持
ちもの　水着、あれば水泳帽、タオル、飲み
もの　※保護者はプールに足
をつけられる服装で来てくだ
さい　申し込み　17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

●市立こども園／☎366－0080
≪お楽しみ会≫９月13日㈫午前９時45分～
10時15分　対象　０～２歳児と保護者　≪お
はなし会≫９月14日㈬午前９時30分～10時
対象　２歳児と保護者　申し込み　９月９日
㈮までに電話でこども園　≪園庭開放・身体計
測≫月～金曜日午前10時～午後０時・午後２
時～４時　対象　未就学児と保護者　≪未就
園児事業説明会≫９月15日㈭午前10時～10
時30分　申し込み　９月９日㈮までに電話で
こども園　≪いっしょにあそぼう≫とき・対象 
９月２日㈮・９日㈮・16日㈮・30日㈮／０歳児、 

10月６日㈭・14日㈮・21日㈮・28日㈮／１歳
児、午前10時～11時　定員　いずれも10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・名前（ふりがな）・性別・生
年月日・保護者の名前・電話番号・参加理由・
子どもに兄弟姉妹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。電子メール（s-hoiku2@city.o 
sakasayama.osaka.jp）、電話、ファクシミリ

（FAX365‐1704）も可。12日㈮消印有効
●大野台こども園／☎366－8957
≪地域子育て支援“あそびましょ”≫①10月
７日㈮・②14日㈮午前10時～11時（午前９
時50分受け付け）　※令和５年３月までの毎
月いずれかの金曜日。全６回。次回日程は初
回にお知らせします　対象　①市内に住ん
でいる２歳児と保護者　②市内に住んでい
る１歳児と保護者　参加費　300円（保険料。
初回のみ）　定員　いずれも10組（多数の場
合は抽選。参加決定者のみファクシミリまた
は電話で連絡します）　申し込み　９月16日
㈮までに「あそびましょ参加希望」・住所・名前・ 
性別・生年月日・保護者の名前・電話番号を電
話またはファクシミリ（FAX366‐8957）で大
野台こども園　≪スマイル bébé≫①30日
㈫・②９月９日㈮午前10時～ 11時（午前９
時50分受け付け）　対象　令和３年４～８月
生まれの子どもと保護者　内容　①小麦粉
粘土遊び　②体を動かして遊ぶ　定員　い
ずれも５組（先着順）　申し込み　①23日㈫・ 
②９月２日㈮までに電話で大野台こども園
≪園庭開放≫木曜日午前10時～午後０時
●つぼみこども園／☎367－3344
≪地域子育て支援“つぼみキッズ”≫10月20
日㈭①午前９時45分～10時20分（午前９
時40分受け付け）・②午前10時25分～11時 

（午前10時20分受け付け）　※令和５年３月
までの毎月いずれかの木曜日。全６回。次

回日程は初回にお知らせします　対象　①
市内に住んでいる２歳児と保護者　②市内
に住んでいる１歳児と保護者　参加費　300
円（保険料。初回のみ）　定員　いずれも５組

（多数の場合は抽選。参加決定者のみ連絡し
ます）　申し込み　10月３日㈪までに「つぼ
みキッズ参加希望」（初めての場合は、初参
加と記入）・郵便番号・住所・名前・性別・生年
月日・保護者の名前・電話番号を電話または
ファクシミリ（FAX367‐3544）でつぼみこど
も園　≪スマイル bébé≫①24日㈬・②９月
15日㈭・③10月６日㈭午前10時～10時40
分（午前９時50分受け付け）　対象　令和３
年４～８月生まれの子どもと保護者　内容 
①氷で遊ぶ　②親子ふれあい遊び　③おや
つについての話　定員　いずれも５組（多数
の場合は抽選）　申し込み　①10日㈬・②９
月１日㈭・③22日㈭までに「スマイル bébé
希望」・住所・名前・性別・生年月日・保護者の
名前・電話番号を電話またはファクシミリ 

（FAX367‐3544）でつぼみこども園　≪園庭
開放≫９月の土曜日午前10時～午後０時 

（雨天中止）　対象　未就学児と保護者
●花梨つばさ保育園／☎366－0283
≪子育てカフェ≫①５日㈮・②９月９日㈮午
前10時～ 11時　対象　市内に住んでいる
６か月～２歳の子どもと保護者　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
合は抽選）　申し込み　①１日㈪・②９月２
日㈮までに電話で花梨つばさ保育園　≪園 
であそぼう≫①24日㈬・②９月28日㈬午前
10時～ 11時　対象　市内に住んでいる未
就学児と保護者　内容　①夏遊び、プール遊
び　②ミニ運動会　持ちもの　帽子、着替
え、飲みもの　申し込み　①17日㈬・②９月
21日㈬までに電話で花梨つばさ保育園　※ 
人数制限を行うことがあります

21日㈰チケット発売／会員先行予約14日㈰～17日㈬

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）

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

８月公演の案内

「１日㈪は水の日」
「１日㈪～７日㈰は水の週間」
皆さんも水について考えてみましょう

問い合わせ　治水対策グループ☎366-0011

笑福亭鉄瓶 林家染八 桂源太


