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の情報を集めました。

諸事情により内容が変更になる場合がありますので、必

ず、それぞれの問い合わせ先へ確認していただきますよ
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◎スポーツ・レクリエーション
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

機器使用法 体力測定 メニュー
16歳以上(市外可)

700円
総合体育館

トレーニング機器講習会
機器使用法、体力測定、メニュー
の提供など。

　毎日 総合体育館
歳以 (市外可)
各回12人
＜先着順＞

700円
(保険料含む)

総合体育館で受付
TEL:365-5250

ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク ウォークラリー大会です。 　11月 7日(日)
市立総合体育館を

スタート・ゴール

市内居住・通勤・
通学の人を含む家族

またはグループ

100円
(一人)

総合体育館で受付

体育指導委員会事務
局　(社会教育・スポー
ツ振興グループ)

タ またはグループ

　　　TEL:366-0011

科学の目でスポーツを指導

中・高校生のためのソフトボール
教室

講師:
　12月11日(土)
12月12日(日)

大阪大谷大学
グラウンド・体育館

女子中・高校生と
その指導者 顧問 無料

　 往復ハガキ・FAX

講座名・郵便番号・住
所・参加者氏名（フリガ

大阪大谷大学
総務課志学台広報係
〒584-0066
富田林市錦織北3 11

科学の目でスポ ツを指導
（学生も指導を担当）

講師:
児玉公正（人間社会学部教授）
貫名讓（短期大学部教授）
吉野傳一（関西大倉高校教諭）

12月12日(日)
　　9:00～15:00

近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分

その指導者・顧問
60人

無料
所 参加者氏名（フリガ
ナ）・電話番号・FAX
番号・返信宛名を記入。

　　大阪大谷大学へ

富田林市錦織北3-11-
1
TEL:0721-24-0452
FAX:0721-24-1515

1/10 1/20 フルマラソンの10分の1 20分

市内居住･通勤･通学の
人

社会教育・スポーツ
振興グル プ1/10　・　1/20

市民マラソン大会
フルマラソンの10分の1・20分
の1の距離でのマラソンです。

　 1月16日(日) 狭山池周遊路
人
・ファミリーの部
・小学5年生の部から
　壮年の部

300円 総合体育館へ直接
振興グループ

TEL:366-0011

◎くらしと健康
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

保健師・栄養士健康相談
保健師、栄養士による健康相談で
す。

　毎週火曜日
　　9:30～15:30
 (祝日や一部休みあります)

保健センター 市民(予約制) 無料

骨粗しょう症教室 医師、栄養士、健康運動指導士、
　①11月18日(木)
②11月26日(金) 市民（予約制）骨粗しょう症教室

《全３回の連続講座》

医師、栄養士、健康運動指導士、
保健師による講演、運動実習、簡
単メニューの試食をします。

②11月26日(金)
　③12月10日(金)
　いずれも13:30～15:30

保健センター
市民（予約制）

３０人
＜先着順＞

無料

８０２０相談会
歯科衛生士による「歯医者さんの
上手なかかり方」の講演と歯みが

　12月 9日(木)
3月10日(木) 保健センター 市民（予約制） 無料

健康推進グループへ

直接・電話

健康推進グループ
(保健センター内)

TEL:367-1300

８０２０相談会 上手なかかり方」の講演と歯みが
き実習をします。

 3月10日(木)
　いずれも12:45～14:00

保健センタ 市民（予約制） 無料

歯の個別相談
歯科衛生士による個別の歯みがき
実習、歯に関する相談です。

　 1月14日(金)
　　13:30～15:00

保健センター 市民（予約制） 無料
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◎くらしと健康
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

　①10月14日(木)
13:30～16:00
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食と健康教室
（食生活改善推進員養成講座）

《全６回の連続講座》

医師、管理栄養士、健康運動指導
士、食品衛生監視員による講演、
調理実習、運動実習、食生活改善
推進員活動体験です。

　13:30～16:00
　②10月21日(木)
　　13:00～16:00
　③11月15日(月)
　　13:00～16:00
　④11月29日(月)
　　 9:45～14:00
⑤12月16日(木)

保健センター 市民（予約制）

1500円
(全6回分)

（テキスト、調
理実習材料費）

健康推進グループへ

直接・電話

健康推進グループ
(保健センター内)

TEL:367-1300
⑤12月16日(木)

　　13:30～16:00
　⑥ 2月17日(木)
　　10:00～15:00

浄水場施設見学
浄水場の見学により、飲み水がで
きるまでの過程を知ることができ

 随時
太満池浄水場 どなたでも 無料

1週間前までに水道施設
見学（使用）届を水道局
に提出

大阪狭山市水道局
施設グループ

浄水場施設見学 きるまでの過程を知ることができ
ます。

 随時
（年間を通して平日のみ）

太満池浄水場 どなたでも 無料 に提出
※事前に問い合わせが必
要

施設グル プ

TEL:366-0011

◎子育て
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

育
こども育成室

子育てフォーラム
桑原征平さんによる子育て講演会
を行います。（おおさかさやまこ
どもフェスティバル同時開催）

　11月27日(土)
　　14:00～15:00

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも 無料 不要

こども育成室

TEL:366-0011
FAX:366-9696

離乳食講習会
管理栄養士による離乳食の基本と
進め方 歯科衛生士による歯の話

　10月13日(水)
　11月10日(水)
12月 8日(水) 保健センタ

離乳期の乳児を持つ
無料

健康推進グループへ
離乳食講習会 進め方、歯科衛生士による歯の話

をします。
12月 8日(水)

　 1月12日(水)
　いずれも9:30～

保健センター
離乳期の乳児を持つ

保護者
無料

直接・電話

　①11月 9日(火)
　②11月16日(火)
③11月30日(火)

平成22年3月5日から
平成22年5月4日
生まれの第1子と

③11月30日(火)
　　13:30～15:30

まれ 第
その保護者

20組

　① 1月11日(火)
　② 1月18日(火)
　③ 1月25日(火)

13:30～15:30

平成22年5月5日から
平成22年7月4日
生まれの第1子と

その保護者
20組

健康推進グループへ

直接・電話

健康推進グループ

TEL:367-1300

（保健センター内）

赤ちゃん広場

《全３回の連続講座》

親子あそび、親同士の仲間づく
り、後期離乳食や歯の話などで
す。

子育て支援センター
（ぽっぽえん）

無料

　13:30～15:30 20組

ママパパ教室

《全４回の連続講座》

歯科医師・助産師・管理栄養士等
の話や、沐浴実習、パパの妊婦体
験、歯科健診、先輩ママと交流会
など

　①11月11日（木）
　②11月26日（金）
　　13:00～15:30
　③12月 4日（土）
④12月16日（木）

保健センター
初めての赤ちゃんを
迎える妊婦とその夫

無料
健康推進グループへ

直接・電話《全４回の連続講座》 など。 ④12月16日（木）
　　 9:30～11:30
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◎子育て
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

子育てサークルを応援します。
ぽっぽえんへ
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子育てサークル支援

子育てサ クルを応援します。
サークル活動の場所として、子育
て支援センターの部屋を利用する
ことができます。また、おもちゃ
の貸し出しもします。

　随時
子育て支援センター

“ぽっぽえん”
市内の子育てサークル 無料

ぽっぽえんへ

登録後申込用紙で
郵送・FAX・直接

あそびの広場
屋根のある公園だと思って、いつ

気軽 遊び 来 ださ

　毎日
10:00～17:00

子育て支援センター
ぽ ぽ

就学前乳幼児と
護者

無料 不要あそびの広場
でも気軽に遊びに来てください。

　10:00～17:00
　(祝日、年末年始は休み)

“ぽっぽえん” その保護者
無料 不要

絵本の部屋
乳幼児向けの楽しい絵本やじっく
り遊べるおもちゃがあります。
親子で楽しんでください。

　月～金
　　10:00～17:00
　(祝日、年末年始は休み)

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前乳幼児と
その保護者

無料 不要

ぽっぽえんまつり

子育て支援の輪を地域に広げるた
めに子育て支援に関わる団体、
サークル、利用者、ボランティア
によるイベント等を開催します。

　10月23日（土）
　　 9:30～13:00

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前乳幼児と
その保護者

無料 不要

ティンカーベルの皆さんが奏でる 12月11日(土) 子育て支援センタ 就学前乳幼児と 子育て支援センター
ミュージックベルコンサート

ティンカ ベルの皆さんが奏でる
ステキなミュージックベルの音色
をお楽しみください。

12月11日(土)
    15:00～15:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前乳幼児と
その保護者

無料 不要

ふぁみさぽいきいき講座 クリスマスの小物作りをします。
　11月10日(水)
　　10:00～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

ファミリー・サポー
ト・センター会員

または興味のある人
15組

300円
(材料費
保険代)

ぽっぽえんへ

直接・電話

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

〒589-0022
大阪狭山市西山台

三丁目2-1

TEL:360 002215組
保険代) 直接 電話

食育講座
元気な子どもを育てる食事につい
ての講座です。試食もあります。

　11月30日(火)
　　10:00～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前乳幼児がいる
保護者
20人

200円(食材費)
託児あり
100円

(1歳～)10名
＜先着順＞

ぽっぽえんへ

直接・電話

TEL:360-0022
FAX:360-0033

ふぁみさぽ交流会
クリスマス企画
バルーンアートを楽しもう！

　12月16日(木)
　　10:30～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

ファミリー・サポー
ト・センター会員

または興味のある親子
無料 不要

　①10月29日(金)
②11月19日(金)

子育てサポーター養成講座
地域の子育てを応援する子育てサ
ポーターのための知識・技術の取
得を目的とする講座です。

②11月19日(金)
　③11月25日(木)
　④12月 2日(木)
　⑤12月13日(月)
　⑥ 1月13日(木)
　⑦ 1月20日(木)
　⑧ 2月10日(木)
⑨ 2月24日(木)

ＳＡＹＡＫＡホール
大会議室ほか

子育て支援に
関心のある人

３０人

無料
ぽっぽえんへ
直接・電話

⑨ 2月24日(木)
　その他1日見学あり
　各回10:00～12:00
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◎子育て
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

市民協働「子育て講座」 「なぜ絵本が大事なの？」「どん 就学前乳幼児がいる
無料

4 ページ

市民協働「子育て講座」
　

「心を育む 絵本の世界」
～絵本講師の会
「さんぽ」による～

「なぜ絵本が大事なの？」「どん
な絵本を？」「どうやって読めば
いい？」日々の子育てに、絵本の
読み聞かせを楽しんでみません
か。

　10月25日(月)
　11月15日(月）
　12月 6日(月)
　　10:00～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前乳幼児がいる
保護者および子育てに

関心がある人

20人

無料

託児あり
100円

(0歳～)10人
＜先着順＞

ぽっぽえんへ

直接・電話

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

市民協働「子育て講座」
　

「日曜日はパパとあそぼう」
～人形劇団

「赤いりんご」による～

忙しいお父さんの育児を応援しま
す。

　11月21日(日)
　12月19日(日)
　 1月23日(日)
　 2月20日(日)
　　10:30～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前乳幼児と保護者

20組
無料

ぽっぽえんへ

直接・電話

ぽっぽえん

〒589-0022
大阪狭山市西山台

三丁目2-1

TEL:360-0022
FAX:360-0033

市民協働「子育て講座」
　

「発達段階に合った子どもの
かかわり方」

～「難病支援研究会」による～

ことばの成長と大人の関わりに方
について、子どものことばの発達
について、お話を聞いてみません
か。

　11月22日(月）
　12月15日(水)
　　10:00～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前乳幼児がいる
保護者

20人

無料

託児あり
100円

(1歳～)10人
＜先着順＞

ぽっぽえんへ

直接・電話

FAX:360 0033

◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

地域のものづくり再発見

講師：
李　熙連伊/八尾市立歴史民俗資
料館学芸員
木村 元広/「きしわたの会」 事

10月 2日(土)
大阪大谷大学博物館

11 301 302教室 どなたでも

　 往復ハガキ・FAX

講座名・郵便番号・住
所 参加者氏名（フリガ

地域のものづくり再発見
-河内木綿の可能性について-

（財）八尾市文化財調査研究会
共催

木村 元広/「きしわたの会」 事
務局長
西田　博司/「平野区わたの会」
前代表
橋本　千栄子/大谷女子短期大
学・現大阪大谷大学短期大学部名
誉教授

10月 2日(土)
　　13:00～16:00

　※シンポジウムは14:30～
　　(予定)

11-301・302教室

近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分

どなたでも

ワークショップ30人
シンポジウム150人

無料

所・参加者氏名（フリガ
ナ）・電話番号・FAX
番号・返信宛名を記入し
て大阪大谷大学へ。

　　(シンポジウムは
　　申込不要)

大阪大谷大学
総務課志学台広報係

〒584-0066
富田林市

錦織北3-11-1

遣唐使と万葉集

①唐代の詩人と遣唐留学生その１
②唐代の詩人と遣唐留学生その２

講師：森博行（文学部教授）

　①10月 9日(土)
　②10月16日(土)
　　14:00～15:30

大阪大谷大学
博物館 11-201教室

近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分

どなたでも
各150人

無料 不要

TEL:0721-24-0452
FAX:0721-24-1515

死生観

｢平家物語｣-木曾義仲の死を読む-

講師：四重田陽美/大谷短期大学
部准教授
※富田林市立中央公民館
（公民館まつり）共催

　10月23日(土)

富田林市立
中央公民館

近鉄長野線富田林駅
徒歩約7分

どなたでも
50人（定員100人）

無料
富田林市立中央公民館へ

10月8日(金)締め切り

富田林市立
中央公民館

TEL:0721-24-3333
（公民館まつり）共催
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

第１回「古代農耕と動物祭祀」 10月23日(土)
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第１回「古代農耕と動物祭祀」
講師:工楽 善通
大阪府立狭山池博物館館長

10月23日(土)
　　14:00～16:00
  （13:00から受付）

狭山池博物館ホール
定員１２６人
＜先着順＞

無料 当日受付

第２回「律令社会の考古学」
講師:坂井 秀弥/奈良大学教授

　10月30日(土)
　　14:00～16:00
（13:00から受付）

狭山池博物館ホール
定員１２６人
＜先着順＞

無料 当日受付
講師:坂井 秀弥/奈良大学教授

 （13:00から受付）
＜先着順＞

第３回「古代の治水と狭山池」
講師:小山田 宏一
大阪府立狭山池博物館学芸員

　11月 6日(土)
　　14:00～16:00
  （13:00から受付）

狭山池博物館ホール
定員１２６人
＜先着順＞

無料 当日受付

歴史講演会
狭山池博物館

TEL:367-8891

第４回「古代の開発とミヤケ」
講師:舘野 和己
奈良女子大学文学部教授

　11月13日(土)
　　14:00～16:00
  （13:00から受付）

狭山池博物館ホール
定員１２６人
＜先着順＞

無料 当日受付

10月18日(月)から
大阪大谷大学博物館

秋季特別展
「いのちをめぐる物語」

JT生命誌研究館からの協力を得
て、いのちをテーマにDNAや骨
などについてのパネルを展示

10月18日(月)から
　11月30日(火)まで
　　10:00～16:00
　(休館日:日・祝及び
　10月30日、11月27日)

大阪大谷大学博物館 どなたでも 無料 不要

「放射線生物学者がいのちを語

大阪大谷大学博物館

TEL:0721-24-1039

大阪大谷大学博物館
博物館講座

「放射線生物学者がいのちを語
る」
講師:渡邉正己（京都大学原子炉実
験所　教授）

　11月20日(土)
　　14：00から

大阪大谷大学博物館 どなたでも 無料 不要

 ハガキ・メール・直接 社会教育・スポーツ
振興グループ

狭山池シンポジウム
「狭山池の誕生の謎をさぐる」

狭山池をテーマにした歴史シンポ
ジウム。

　10月16日(土)
　　12:30～16:30

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
800人

＜先着順＞
無料

住所･氏名(ふりがな)を
記入
　
　社会教育・スポーツ
　　振興グループへ
(定員未満時は当日受付)

振興グループ

〒589-8501
狭山一丁目2384-1

TEL:366-0011

阪神奈大学・研究機関
学習ネット

「公開講座フェスタ2010」
新たな一歩

～関西から世界を知る～

関西の人としての自覚と発想
－関西の文化の危機到来か？－

講師:荻野勝行
(大阪大谷大学短期大学教授)

　11月18日(木)
　　15:30～17:00

さいかくホール
大阪府新別館北館

1階

大阪市営地下鉄谷町
線・中央線谷町四丁

目駅直結

どなたでも
150人

＜先着順＞
500円

詳細は、府民お問合せセ
ンター(ピピっとライン)

｢公開講座フェスタ
2010｣係まで。

10月22日(金)締め切り

府民お問合せセンター
（ピピっとライン）

＃8001
または06-6910-8001
（平日9:00～18:00）

目駅直結
10月22日(金)締め切り （平日9:00～18:00）
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ
特別講座

｢現地を訪ねて 現物を見る」
①「飛鳥宮跡の発掘」 　①11月17日(水)
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｢現地を訪ねて、現物を見る」
歴史ウォーキング

第8回「飛鳥宮をめぐって」
《全2回の連続講座》

① 飛鳥宮跡の発掘」
②｢難波宮から飛鳥宮を経て藤原
宮へ」･7世紀古代宮都の成立過程
講師:中尾　芳治/帝塚山学院大学
非常勤講師

①
　　　11:00～12:30

　②11月24日(水)
　　　11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
60人

1000円
（全2回分）

特別講座
｢現地を訪ねて 現物を見る」

①「飛鳥宮跡の発掘」
②「難波宮から飛鳥宮を経て藤原

　①11月17日(水)
11:00～12:30

①・②帝塚山学院大
学狭山キャンパス｢現地を訪ねて、現物を見る」

歴史ウォーキング

第8回「飛鳥宮をめぐって」
《全3回の連続講座》

② 難波宮から飛鳥宮を経て藤原
宮へ」･7世紀古代宮都の成立過程
③「飛鳥を巡るウォーキング」
　（現地講義）
講師:中尾　芳治/帝塚山学院大学
非常勤講師

 　 11:00～12:30
　②11月24日(水)
　  　11:00～12:30
　③11月26日(金)
　  　 9:30～17:00

学狭山キャンパス

③コース等の詳細は
資料請求または講座
内で案内

どなたでも
50人

2000円
（全3回分）

コミ ニティカレ ジ講座
北欧の建築家アールトの生い立ち
や作品と通して 時代背景 風土

　①10月25日(月)
②11月 1日(月)コミュニティカレッジ講座

〈建築家アルヴァー・アールトの住
宅：建築と日常生活との調和〉

《全6回の連続講座》

や作品と通して、時代背景、風土
を体感していただき、簡単な建築
模型を作ります。

講師:渡辺樹美/帝塚山学院大学非
常勤講師

②11月 1日(月)
　③11月15日(月)
　④11月29日(月)
　⑤12月 6日(月)
　⑥12月20日(月)
　 　13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
20人

6000円
（全6回分）

ラ 語 基礎をす に学ん
① 9月28日(火)

往復ハガキ

講座名 郵便番号 住

コミュニティカレッジ講座
〈フランス語を楽しむ〉

《全8回の連続講座》

フランス語の基礎をすでに学んで
いる人を対象に料理レシピ、シャ
ンソン、短篇小説を通してレベル
アップを図り、フランス語を使う
楽しさを実感していただきます。

講師:梶谷温子/帝塚山学院大学名
誉教授

① 9月28日(火)
　②10月 5日(火)
　③10月12日(火)
　④10月19日(火)
　⑤10月26日(火)
　⑥11月 2日(火)
　⑦11月 9日(火)
⑧11月16日(火)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
15人

8000円
（全8回分）

講座名・郵便番号・住
所・名前(フリガナ)・年
齢・性別・電話番号を記

入・郵送

随時、受付

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

生涯学習センター

〒589-8585
今熊二丁目1823

誉教授 ⑧11月16日(火)
   　13:30～15:00

コミュニティカレッジ講座
〈イタリア音楽紀行　Ⅰ〉

《全6回の連続講座》

オペラ発祥の地である、イタリア
諸都市の音楽的魅力を音響や映像
で楽しみながら勉強します。

講師:三浦信一郎/帝塚山学院大学

　①10月13日(水)
　②10月20日(水)
　③10月27日(水)
　④11月10日(水)
　⑤12月 1日(水)
⑥12月 8日(水)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
３0人

６000円
（全6回分）

※詳細は
お問い合わせください。

TEL:365-0865

《全6回の連続講座》 講師:三浦信 郎/帝塚山学院大学
教授 ⑥12月 8日(水)

　  11:00～12:30

コミュニティカレッジ講座
〈源氏物語の世界〉

《全 回 連続講座》

「源氏物語」の葵上巻を本文に即
して丁寧に、判り易く解説しなが
ら読み進めていきます。

講師:岩井宏子/帝塚山学院大学非

　①10月 6日(水)
　②10月20日(水)
　③11月10日(水)
　④11月24日(水)
⑤12月 8日(水)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
３５人

6000円
（全6回分）

《全6回の連続講座》 講師:岩井宏子/帝塚山学院大学非
常勤講師・博士

⑤12月 8日(水)
　⑥12月22日(水)
　  13:30～15:00

コミュニティカレッジ講座
〈中国語の言語・社会・文化を

楽しむ〉

中国の言語・社会・文化を総合
的・多角的に理解し、漢詩や歌、
中国の健康法などに触れ楽しむこ
とを目標とする。

　①10月 1日(金)
　②10月 8日(金)
　③10月22日(金)
　④10月29日(金)
⑤11月12日(金)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
３0人

6000円
（全6回分）

《全6回の連続講座》 講師:曹　偉琴/帝塚山学院大学非
常勤講師

⑤11月12日(金)
　⑥11月19日(金)
　　13:30～15:00

狭山キャンパス ３0人 （全6回分）
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

　① 9月24日(金)
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コミュニティカレッジ講座
〈シェイクスピアの「ハムレット」

を読んで人生を考えよう〉

《全8回の連続講座》

「シェイクスピア」を映画を観劇
しつつ翻訳と原作と注釈を利用し
ながら理解していきます。

講師:今西雅章/帝塚山学院大学名
誉教授・博士

① 月 日(金)
　②10月 1日(金)
　③10月 8日(金)
　④10月22日(金)
　⑤10月29日(金)
　⑥11月12日(金)
　⑦11月19日(金)
⑧12月 3日(金)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
３0人

8000円
（全8回分）

⑧12月 3日(金)
　　11:00～12:30

コミュニティカレッジ講座
(Advanced English Writing)

興味のあるトピックからジャーナ
ルを書くことによって正確さと流
暢さを身につけます

　①10月 2日(土)
　②10月23日(土)
　③11月 6日(土)
　④11月20日(土)
⑤12月 4 (土)

帝塚山学院大学 どなたでも 8000円
往復ハガキ

(Advanced English Writing)

《全8回の連続講座》

暢さを身につけます。

講師:クライブ・ラヴロック/帝塚
山学院大学全教授

　⑤12月 4日(土)
　⑥12月18日(土)
　⑦ 1月 8日(土)
　⑧ 1月29日(土)
　　 9:20～10:50

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
20人

8000円
（全8回分）

①10月 2日(土)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

生涯学習センター

〒589-8585
今熊二丁目1823

講座名・郵便番号・住
所・名前(フリガナ)・年
齢・性別・電話番号を記

入・郵送

随時、受付

コミュニティカレッジ講座
(Advanced Oral
Communication)

《全8回の連続講座》

英語でのコミュニケーション能力
を伸ばす学習方法を提示します。

講師:クライブ・ラヴロック/帝塚
山学院大学全教授

①10月 2日(土)
　②10月23日(土)
　③11月 6日(土)
　④11月20日(土)
　⑤12月 4日(土)
　⑥12月18日(土)
　⑦ 1月 8日(土)
⑧ 1月29日(土)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
25人

8000円
（全8回分）

TEL:365-0865

随時、受付

※詳細は
お問い合わせください。

⑧ 1月29日(土)
　　11:00～12:30

コミュニティカレッジ講座
〈文章表現〉

元朝日新聞学芸部長による文章表
現講座
文章作りの基本を学びながら、書
くという作業を通して、自身の人
生を表現していきます。

　①10月 2日(土)
　②10月 9日(土)
　③10月23日(土)
　④10月30日(土)
⑤11月 6日(土)

帝塚山学院大学
泉ヶ丘キャンパス

どなたでも
20人

6000円
（全6回分）

《全6回の連続講座》
生を表現していきます。

講師:落合健二/帝塚山学院非常勤
講師

　⑤11月 6日(土)
　⑥11月13日(土)
　 　13:30～15:00

泉ヶ丘キャンパス 20人 （全6回分）

囲碁教室
万年級位者を卒業する講座です。

講師:日本棋院 囲碁指導員(七段)

　火曜日
　　13:30～15:30

(偶数月は3回)
老人福祉センター
さやま荘 和室

どなたでも
6,000円
(6ヶ月分)

囲碁教室
主宰 木下まで

囲碁教室
主宰 木下茂男

36 1294講師:日本棋院・囲碁指導員(七段) 　(偶数月は3回)
　　(奇数月は2回)

さやま荘 和室 (6ヶ月分)
電話 TEL:367-1294

囲碁サロン

初めて学びたい方の囲碁入門講座
です。

講師:日本棋院・囲碁指導員(六段)

　木曜日
　　13:30～17:00
　　(偶数月は3回)
　　(奇数月は2回)
但し、指導員の講座は

市立公民館
和室

どなたでも
7,000円
(6ヶ月分)

囲碁サロン
主宰 木下まで

電話

囲碁サロン
主宰 木下茂男
TEL:367-1294講師:日本棋院 囲碁指導員(六段) 但し、指導員の講座は

　　13:30～14:30
電話
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◎趣味・教養
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

古代史の会 青銅器と鉄器の使い分け 　10月22日(金)
市立公民館

　　対象:どなたでも
参加費1 000円
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古代史の会
10月度例会
(第162回)

青銅器と鉄器の使い分け

　講師:天野 末喜

月 日(金)
　　14:00～17:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
多目的室

古代史の会
11月度例会
(第163回)

聖徳太子　再考

　講師:前田 晴人

　11月28日(日)
　　14:00～17:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
多目的室

　　対象:どなたでも
　　参加費1,000円
　　　(新しく参加される方は、
　　　別に年会費1,000円が必要) 古代史の会

主宰 木下茂男

古代史の会
主宰 木下まで

　　参加費1,000円
　　　(新しく参加される方は、
　　　別に年会費1,000円が必要)

古代史の会
12月度例会
(第164回)

倭国の考古学③ ｢倭国と東アジ
ア｣
　
　講師:笠井 敏光

　12月25日(土)
　　14:00～17:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
多目的室

古代史の会
1月度例会

蘇我蝦夷と入鹿 　 1月29日(土)
14:00～17:00

市立公民館
　　対象:どなたでも
　　参加費1,000円

主宰 木下茂男
TEL:367-1294

主宰 木下まで

電話
　　対象:どなたでも
　　参加費1,000円
　　　(新しく参加される方は、
　　　別に年会費1,000円が必要)

　1月度例会
(第165回) 　講師:前田 晴人

　14:00～17:00
　　(受付は13:30～)

市 公民館
多目的室

　10月20日(水)
　　10:30～12:30

きらっとぴあ(男女共
同参画推進センター)

市内の女性
１０人

＜先着順＞

無料
(材料費500円)

市内の女性

参 費 ,
　　　(新しく参加される方は、
　　　別に年会費1,000円が必要)

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

　11月17日(水)
　　10:30～12:30

きらっとぴあ(男女共
同参画推進センター)

市内の女性
１０人

＜先着順＞

無料
(材料費500円)

　12月15日(水)
　　10:30～12:30

きらっとぴあ(男女共
同参画推進センター)

市内の女性
１０人

＜先着順＞

無料
(材料費500円)

「ほっと　さろん」

簡単な手づくり作品を作りながら
作品のテーマについて対話(お
しゃべり)を持ち、交流を図りま
す。

きらっとぴあへ

ＦＡＸ・電話・メール
＜先着順＞

(月ごとに申込みが必要)

TEL:247-7047

FAX:247-7047

電子メール
os-gender@

　 1月19日(水)
　　10:30～12:30

きらっとぴあ(男女共
同参画推進センター)

市内の女性
１０人

＜先着順＞

無料
(材料費500円)

草花園芸教室
秋から冬にかけての植物の手入れ
と山野草の寄植えを実施します。

　10月15日(金)予定 市民ふれあいの里 事前に申し込みが必要
１人1,000円
(入場料含む) 広報｢おおさかさやま｣

os gender@
water.ocn.ne.jp

市民ふれあいの里

農業体験
いも掘り

春に植えた苗の成長の実感すると
ともに、大きく育った葉や茎を刈
取り農業の大変さを体験します。

　10月16日(土)予定 市民ふれあいの里 事前に申し込みが必要
１株100円
(別途入場料

200円が必要)

市立公民館、ニュータウ
ン連絡所、社会教育・ス
ポ ツ振興グル プへ直

広報 おおさかさやま｣
１０月号で

募集方法を掲載します。

市民ふれあ の里

TEL:366-1616

ダンボールで発明家！
ピタゴラダンボールを

作って遊ぼう！

《全２回》

ダンボールを土台にして、色々な
物を使い仕掛けのあるビー玉コロ
コロ道を作ります。

　 1月 6日(木)
　 1月 7日(金)
　　13:30～15:30

市立公民館 市内に住む小学生
200円

（全2回分）

ポーツ振興グループへ直
接。

または、ハガキ・ＦＡＸ
｢みらい◇はばたきっず｣
と住所･氏名･学校名･学
年･年齢･電話番号･保護
者名を記入 市立公民館

市立公民館

〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081者名を記入、市立公民館

へ
(11月1日～12月15日)

FAX:366 0081
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◎人権
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

人権週間事業 人権に関する講演会やコンサート
を開催します

12月 5日(日)
市立公民館

どなたでも
無料 不要

9 ページ

人権週間事業
人権を考える市民のつどい

を開催します。
12月 5日(日)

　　13:00～15:30
市立公民館

どなたでも
150人

無料 不要

人権週間事業
フェスタにんげんばんざい

12月4日～10日の人権週間にち
なんで、人権について考える催し
です。
市内の支援学級の生徒の作品展示
や市民持込み企画によるコーナー
が

　12月 4日(土)
　12月 5日(日)
　　10:00～16:00

市立公民館
図書館

どなたでも 無料 不要

人権広報グループ

TEL:366-0011

や市民 み
があります。

男と女のともまな大学２０１０

テーマ「死の周辺～最期まで自分
らしく生きるために～」
心に感じる「不安」の中でも、最
も強く恐怖や不安を感じる「死」
をキーワードに、「不安の源」を
探り乗り越える方法を考えます

　10月15日(金)
　11月19日(金)
　　10:00～12:00

市役所南館２階
講堂

若干名 無料
電話・ＦＡＸ・メール

＜先着順＞

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

TEL:247-7047探り乗り越える方法を考えます。

女性セミナー
｢私と他人とのここちよい

関係づくり｣
-人間関係の境界線を考える-

地域や家庭、職場などでここちよ
い人間関係を築くための他人との
境界線について考えます。

　①10月25日(月)
　②11月 1日(月)
　③11月 8日(月)
　④11月15日(月)
各回10:00～12:00

市立公民館

市内の女性
２０人

＜先着順＞
保育あり

(１歳～就学前)7人

無料

きらっとぴあへ
(10月1日から)

ＦＡＸ・電話・メール
＜先着順＞

TEL:247 7047
FAX:247-7047

電子メール
os-gender@

water.ocn.ne.jp

各回10:00 12:00 ( 歳 就学前) 人

ファミリーウォークDE人権

ウォーキングをしながらことばス
タンプを集めて人権標語をつくり
ます。ミニSLやバルーンアート
などもあります。

　11月28日(日)
　　13:00～15:30

大仙公園

（堺市堺区百舌鳥夕
雲町/JR阪和線百舌

鳥駅下車）

どなたでも 無料 不要
大阪法務局堺支局

TEL:221-2789

人権啓発フェスティバル
「ハートフルおおさか2010」

ご家族や友人と一緒に、様々な人
権課題について“気づき”の体験
ができる催しです。
｢小錦八十吉さんトークショー｣｢
平松愛理さんコンサート｣映画｢
カールじいさんと空飛ぶ家」など

　11月 6日(土)
　11月 7日(日)
　　10:00～17:00

ATCホール

（大阪市住之江区南
港北/ニュートラムコ
スモスクエア駅下車）

どなたでも 無料 不要

府民お問合せセンター
（ピピッとライン）

TEL:＃8001
TEL:06-6910-8001カ ルじいさんと空飛ぶ家」など

幅広い世代で楽しめます。
スモスクエア駅下車） TEL:06-6910-8001

◎交流
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

第44回 こども文化祭

①模擬店や手づくりコーナー、舞
台演奏、かべ新聞展示など 11月7日(日)

市立公民館
①どなたでも

②こども各10～15人

無料

不要
こども会育成連絡協議
会（田中）自宅第44回　こども文化祭

台演奏、かべ新聞展示など
②「和太鼓」と「チャング（韓国
打楽器）」の体験・発表コーナー

11月7日(日)
　　10:00～15:00

市立公民館 ②こども各10～15人
＜先着順＞

(模擬店などは
有料)

不要 会（田中）自宅
　　　TEL:365-0503

おおさかさやま
こどもフェスティバル

市内の学校園の子どもたちが歌や
ダンスの発表を行います。
読書感想文感想画表彰式、子育て
フォーラム同時開催

　11月27日(土)
　　10:00～16:00

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも 無料 不要
教育総務グループ

TEL:366-0011フォーラム同時開催。 TEL:366 0011
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◎交流
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

スポ ツ遊び
　10月 9日(土)

10:00 12:00
市民ふれあいの里

どなたでも
無料

(別途入場料
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スポーツ遊び 　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

どなたでも (別途入場料
必要)

どんぐり工作①
　10月23日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

どなたでも
５０人

＜先着順＞

２０円
(別途入場料

必要)

②
　11月13日(土)

市民ふれあいの里 どなたでも ２０円
途どんぐり工作② 　　10:00～12:00

　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

５０人
＜先着順＞

(別途入場料
必要)

紙飛行機工作
　11月27日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

どなたでも
無料

(別途入場料
必要)

12月11日(土)
市民ふれあいの里 どなたでも １００円

わくわく広場
市民ふれあいの里

TEL:366-1616
不要

クリスマス飾り
12月11日(土)

　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

どなたでも
５０人

＜先着順＞

１００円
(別途入場料

必要)

牛乳パック工作
　12月25日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

どなたでも
無料

(別途入場料
必要)

1月 8日(土) 無料

TEL:366-1616

お正月遊び
 1月 8日(土)

　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

どなたでも
無料

(別途入場料
必要)

節分鬼のお面作り
　 1月22日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
イベント広場

どなたでも
５０人

＜先着順＞

１０円
(別途入場料

必要)

◎イベントその他◎イベントその他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

さやかミニ落語会
「宗助のとびきり落語会」

隔月恒例のさやかミニ落語会。
出演：桂宗助、桂しん吉、桂とま
都

　10月16日(土)
　　14:00～15:30

ＳＡＹＡＫＡホール
大会議室

どなたでも
100人

1000円

SAYAKA Jazz Lounge!!　第4回
「二人のジャズ古参兵」

サックスプレーヤー古谷充のトー
クと今注目のジャズプレーヤーを
迎えて、大人の雰囲気漂うJazz
LoungeをOPEN。

　10月27日(水)
　　19:00～21:00

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール

どなたでも
368人

1800円

ブ ドウ イ

豪華ラインナップで綴る、20世
紀ブロードウェイ・ミュージカ
ル シ ！オ ケ トラ 歌 10月30日(土) ＳＡＹＡＫＡホ ル どなた も S席6000円

SAYAKAホール

TEL:365-8700

SAYAKAホール
チケットカウンター

TEL 365 9590ブロードウェイ
ミュージカル・カンパニー

ル・シーン！オーケストラ、歌
手、ダンサーをまじえて繰り広げ
る魅力のミュージカルハイライ
ト。

10月30日(土)
　　14:00～16:00

ＳＡＹＡＫＡホール
大ホール

どなたでも
1208人

S席6000円
A席4500円

マッキーの
「オペラ物知り講座」vol 2

「マッキー」ことオペラ指揮者の
牧村邦彦のトークと今注目の歌手
によるオペラ入門講座 講師：牧

　11月17日(水) ＳＡＹＡＫＡホール どなたでも
1200円

TEL:365-8700TEL:365-9590

「オペラ物知り講座」vol.2
第4回「バリトンの魅力」

によるオペラ入門講座。講師：牧
村邦彦、ピアノ：佐藤明子、歌
手：松澤政也

　　10:30～12:00 小ホール・ホワイエ 100人
1200円
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◎イベントその他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

ドラマティック・レイン」や「夏
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稲垣潤一
アコースティックライブ2010

ドラマティック レイン」や 夏
のクラクション」「クリスマス
キャロルの頃には」 他、 数々の
ヒット曲で日本を代表するＡＯＲ
シンガー稲垣潤一の大阪狭山ライ
ブが実現！

　11月20日(土)
　　17:30～19:30

ＳＡＹＡＫＡホール
大ホール

どなたでも
1208人

一席4500円

桂都んぼ改メ四代目桂米紫
襲名披露公演

桂都んぼ改め桂米紫の襲名を記念
して豪華メンバーでの披露公演ぜ
ひお楽しみください。

　11月21日(日)
　　14:00～16:00

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール

どなたでも
368人

3500円

ロシア・ボリショイ交響楽団から
多くのユダヤ人が連行、指揮者の

さやか名画座「オーケストラ!」

多くのユダヤ人が連行、指揮者の
アンドレイも楽団を解雇される。
いつか復職する日を夢見て、30
年も劇場清掃員として働いていた
が、偽のオーケストラを結成する
ことを思いつく。

　11月26日(金)
　　①10:30～12:30
　　②13:30～15:30

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール

どなたでも
各368人

一般1000円
割引900円

ヴィヴァルディの『四季』をメイ

クリスマス　in　イタリア　ローマ
室内オーケストラ

ローマ室内オーケストラ

ヴィヴァルディの『四季』をメイ
ンに、バロックや古典派の名旋
律、オペラの名アリア、そしてイ
タリア映画の「あのメロディ」の
数々。上質な音楽による「極上の
クリスマス」を味わわせてくれ
る。

　12月10日(金)
　　18:30～20:30

ＳＡＹＡＫＡホール
大ホール

どなたでも
1208人

一般4000円
SAYAKAホール

TEL:365-8700

SAYAKAホール
チケットカウンター

TEL:365-9590

さやかミニ落語会
「かい枝のワールド落語会」

隔月恒例のさやかミニ落語会。
出演:桂かい枝、笑福亭呂竹、林家
三段

　12月18日(土)
　　14:00～15:30

ＳＡＹＡＫＡホール
大会議室

どなたでも
100人

1000円

SAYAKA Jazz Lounge!!
第5回阪井楊子

サックスプレーヤー古谷充氏の
トークと今注目のジャズプレー 12月22日(水) ＳＡＹＡＫＡホール どなたでも

1800円第5回阪井楊子
スペシャルフレグランス」

ト クと今注目のジャズプレ
ヤーを迎えて、大人の雰囲気漂う
Jazz LoungeをOPEN。

12月22日(水)
　　19:00～21:00

ＳＡＹＡＫＡホ ル
コンベンションホール

どなたでも
200人

1800円

しまじろう　みんなでたんけん！
みなみのしま

待望の2010年新作がいよいよ
SAYAKAホールに登場。大人気
のしまじろう達と一緒に歌う・踊
る 遊ぶ！“参加する舞台 ”ご

　 1月8日(土)
　　①11:30～12:40

②

ＳＡＹＡＫＡホール
大ホール

どなたでも
各1208人

1500円
みなみのしま る・遊ぶ！“参加する舞台へ”ご

家族揃ってぜひお越しください。
　　②15:00～16:10

大ホール 各1208人

マッキーの
「オペラ物知り講座」vol.2

第 「関 プ が

「マッキー」ことオペラ指揮者の
牧村邦彦のトークと今注目の歌手
によるオペラ入門講座。講師：牧
村邦彦 ピアノ 佐藤明子 歌

　 1月19日(水)
10:30～12:00

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール・ホワイエ

どなたでも
100人

1200円

第5回「関西トップテノールが
奏でる愛のアリア」

村邦彦、ピアノ：佐藤明子、歌
手：小餅谷哲男

　10:30～12:00 小ホール・ホワイエ 100人
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◎イベントその他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

企業戦士とし 働 きた男が
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さやか名画座
「川の底からこんにちは」

企業戦士として働いてきた男が、
子猫との出会いによって新しい第
一歩を踏み出すまでを描く物語。
子猫の魅力で、周りの人々が少し
ずつ変化していく過程をじっくり
とカメラがとらえる。

　 1月21日(金)
　　①10:30～12:30
　　②13:30～15:30

ＳＡＹＡＫＡホール
小ホール

どなたでも
各368人

一般1000円
割引900円

SAYAKAホール

TEL:365-8700

SAYAKAホール
チケットカウンター

TEL:365-9590

桂三枝独演会
テレビでお馴染みの桂三枝による
独演会。
皆さん揃っていらっしゃ〜い。

　 1月29日(土)
　　14:00～16:00

ＳＡＹＡＫＡホール
大ホール

どなたでも
1208人

一般3500円

市民ふれあいの里でミニ動物園を

TEL:365-9590

動物ふれあいランド

市民ふれあいの里でミニ動物園を
開催します。
ヤギやヒツジ・ウサギなどの動物
に会いに来てください。

　10月29日(金)予定
市民ふれあいの里

多目的広場
来場者

(どなたでも)

無料
(別途入場料

200円が必要)
不要

花苗の販売
季節の花の苗の販売 12月 1日(水)から

市民ふれあいの里
来場者 ３ポット

不要

市民ふれあいの里

TEL:366-1616

花苗の販売
季節の花の苗の販売
（パンジー・ビオラなど）

12月 1日(水)から
　12月13日(月)まで(予定）

市民ふれあいの里
来場者

(どなたでも)
３ポット
１００円

不要

平成２２年度秋季企画展
古代西除川沿いの集落景観

狭山池下流域にあたる西除川沿い
の発掘調査成果をもとにして、古
代の開発のようすを紹介します。
学芸員による展示解説 毎週土曜

　10月 9日(土)から
　12月 5日(日)まで

10:00～17:00
狭山池博物館
特別展示室

どなたでも 無料 不要
狭山池博物館

古代西除川沿いの集落景観 学芸員による展示解説。毎週土曜
日11:00から30分程度。

　10:00～17:00
  (入館は16:30まで）

特別展示室
TEL:367-8891

御堂筋kappo

大阪のメインストリート「御堂
筋」を歩行者天国にして行われる
イベント 大阪狭山市のキャラク

10月10日(日)
大阪市中央区
御堂筋 帯

どなたでも 無料 不要

大阪府
都市魅力創造局

都市魅力課御堂筋kappo
イベント。大阪狭山市のキャラク
ター『さやりん』も出演します。

10月10日(日)
御堂筋一帯

どなたでも 無料 不要 都市魅力課

TEL:06-6944-7953

朝日・五私鉄リレーウォーク
いにしえにタイムスリップ！

『 鳥古墳群 高

関西の私鉄５社が、各沿線の見所
を盛り込んで実施するウォーキン
グ事業 ゴールの狭山池『さやか

　10月24日(日)
9:30～10:30

堺市・ザビエル公園
（南海本線堺駅下車・ どなたでも 無料 不要

南海テレホンセンター

『堺・百舌鳥古墳群から西高野
街道、狭山池へ』

グ事業。ゴールの狭山池『さやか
公園』では、地元特産品や農産物
即売などのイベントも開催。

    9:30～10:30
 　(受付･スタート)

（南海本線堺駅下車・
徒歩１０分）

どなたでも 無料 不要
TEL:06-6643-1005

（8:30～18:30）

西小学校
『さんとまつり』

西小学校ＰＴＡ主催のイベント。
ゲ ムや屋台が楽しめます

　11月14日(日)
12:00 15:00 (予定)

西小学校運動場
（雨天時 体育館）

どなたでも
（地域との交流を推進

無料
不要

西小学校

『さんとまつり』 ゲームや屋台が楽しめます。    12:00～15:00 (予定) （雨天時、体育館）
（地域との交流を推進

しています。） (飲食等は実費)
不要

TEL:366-1004
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◎イベントその他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

講演「障がい者はチャレンジド～
すべての人が誇りを持 て生きら
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第９回
障がい者雇用推進フォーラム

in南河内

すべての人が誇りを持って生きら
れる社会に～」竹中ナミさん（社
会福祉法人プロップ・ステーショ
ン理事長）、さつき第二作業所通
所者による手話歌、授産所等紹介
コーナー、就業・生活相談コー
ナーなど。
(手話通訳・要約筆記あり))

　11月17日(水)
　　13:30～16:30

ＳＡＹＡＫＡホール
コンベンションホール

ほか

どなたでも
150人

無料 不要
福祉グループ

TEL:366-0011

(手話通訳・要約筆記あり))

大阪狭山市
産業まつり

各種産業からのＰＲブース出展、
製品の即売。地元農産物の販売、
フリーマーケットや飲食を楽しめ
る屋台コーナーなど。大阪では初
の開催となる『ゆるキャラ ® まつ
りＩＮ大阪狭山』も開催されま

　11月20日（土）
　   9:30～15:00 (予定)

市立総合体育館
および野球場

どなたでも
無料

(飲食等は実費)
不要

大阪狭山市産業まつり
実行委員会事務局

（大阪狭山市
商工会内）

りＩＮ大阪狭山』も開催されま
す。 ＴＥＬ：365-3194

環境・リサイクルフェア
展示等を通じて、ごみ減量及び環
境保全の啓発を行う。
（産業まつり同時開催）

　11月20日（土）
　   9:30～15:00 (予定)

市立総合体育館前 どなたでも 無料 不要
生活環境グループ

TEL:366-0011

利き水会
産業まつりに合わせ、ミネラル
ウォーターと水道水を飲み比べ、
アンケートを実施する。

  11月20日(土)
    9:30～15:00 (予定)

総合体育館駐車場 どなたでも 無料 不要
水道局総務グループ

TEL:366-0011

みなみかわち歴史ウォーク
第2回

『寒椿薫る錦織の丘から、狭山
池・歴史の水面を訪ねて』

南河内九ヶ国の歴史を訪ねるハイ
キングの第２回です。

　11月28日（日）
　   9:30～10:00
  (受付・スタート)

富田林市役所 どなたでも
無料

(拝観料は別途)
不要

農政商工グループ

TEL:366-0011

狭山池 北 桜 ネ

桜まつり　～冬～

狭山池　北堤の桜にイルミネー
ションの花を咲かせます。冬の澄
んだ空気と光の桜を楽しみません
か。

　12月11日(土)～25日(土)
    日没頃～22:00
　　(予定)

狭山池・北堤 どなたでも 無料 不要
農政商工グループ

TEL:366-0011

エ フ スタおおさかさやま

①地球温暖化問題に対するパネル
ディスカッション 12月19日(日)

SAYAKAホ ル どなたでも 無料 不要
企画グループ

エコフェスタおおさかさやま
ディスカッション
②講演会：正木明（気象予報士）
③打ち水による効果発表会　など

12月19日(日)
　  12:00～17:00

SAYAKAホール どなたでも 無料 不要
TEL:366-0011

「防災とボランティアの日」
「防災とボランティア週間」

防災啓発展示コーナーを設置。
防災啓発冊子などの配布。

　 1月17日(月)から
 1月21日(金)まで

市役所
1階ロビ

市民 無料 不要
危機管理グループ

防災とボランティア週間」
啓発展示

防災啓発冊子などの配布。
(数に限りがあります。)

 1月21日(金)まで
　　 9:00～17:30

1階ロビー
市民 無料 不要

TEL:366-0011
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◎イベントその他
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

第１１０回 10月23日(土)
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第１１０回
狭山池クリーンアクション

10月23日(土)
　　集合10:00

第１１１回
狭山池クリーンアクション

　11月27日(土)
　　集合10:00

第１１２回 12月25日(土)

どなたでも
狭山池公園

管理棟横(鳥居前)

故郷の誇り「狭山池」をいつまで
も美しいままに未来に繋いでゆき
たいという想いで、清掃等実施し
ています。

無料 不要

狭山池まつり
実行委員会

TEL:360-3805

電子メール
ikematuri@mydoo.net

第１１２回
狭山池クリーンアクション

12月25日(土)
　　集合10:00

第１１３回
狭山池クリーンアクション

　 1月22日(土)
　　集合10:00

おおむね

ています。

ホームページ
http://www.mydoo.net

/ikematuri/

おはなし会 絵本の読み聞かせと紙芝居

おおむね
第1第3土曜日15:00～15:30
第2第4水曜日11:00～11:30
毎週日曜日13:30～14:00
毎週木曜日11:00～11:30

市立図書館
おはなしコーナー

どなたでも
30人

＜先着順＞
無料 当日受付

市立図書館

TEL:366-0071

◎研修会・安全安心スクール
名 称 内 容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

安全安心スクール　地域型
「応用編」

（普通救命講習）

市民が救命手当をマスターできる
よう講習会を約３時間実施しま
す。

随時（年間を通して）
実施場所は

その都度調整します。

中学生以上の
市民・事業所

約５０人
無料 電話・直接

消防本部救急グルー
プ
〒589-8501
狭山一丁目2384-1
ＴＥＬ：366-8090
電子メール
h b k ibi@ it k

安全安心スクール
特別編

（上級救命講習）

《全２回の連続講座》

①「応急手当の重要性」
－救命に必要な応急手当ー

②｢心肺蘇生法(ＡＥＤを含む)｣
－その他の応急手当ー

　①11月 6日(土)
　　13:00～17:00

　②11月13日(土)
　　13:00～17:00

消防署ニュータウン
出張所　３階　研修室

自主防災組織及び
事業所並びに
市民希望者
約５０人

無料

郵便・ＦＡＸ・メール
１１月３日(火)締め切り

定員を超えると抽選

shouboukeibi@city.osak
asayama.osaka.jp
危機管理グループ
ＴＥＬ：366-0011
ＦＡＸ：367-1254
電子メール
kikikanri@city.osakasay

市民活動支援セミナー

円卓会議と行政～これからのまち
づくり推進体制のあり方～

講師：久　隆浩/近畿大学教授

　11月27日(土)
　　 9:30～11:00

SAYAKAホール
大会議室

市民活動に
関心のある方

90人
＜先着順＞

無料

FAX・メール
名前・住所・

電話番号･年齢を記入
市民活動支援センターへ

市民活動支援センター
TEL:366-4664
FAX:366-4664
電子メール
simin025@yacht.ocn.ne.
jp

ama.osaka.jp

jp

大阪狭山市総合防災訓練
救命・防災・防犯に関するブース
を設置します。

　10月31日(日)
　　 9:00～12:00

さやか公園 どなたでも 無料 不要

防災講演会 防災講演会です
1月23日(日) コミュニティセンター 市内在住・在勤の

中学生以上 方 無料 不要

危機管理グループ
TEL:366-0011
FAX:367-1254
電子メール
kikikanri@city.osakasay

防災講演会 防災講演会です。
 1月23日(日)

　　10:00～12:00
コミュニティセンタ
4階　大会議室(予定)

中学生以上の方
１０0人

無料 不要
y y

ama.osaka.jp
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◎生涯学習出前講座
申し込み 問い合わせ

市民協働・生涯学習推この生涯学習出前講座は 市の事業や施策に関して 市職員が地

内　容

●メニュ は85講座を用意しています ●費用は無料です ●申し込みは所定の申込書が必要です
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市民協働・生涯学習推
進グループ
〒589-8501狭山一丁
目2384番地の1
TEL：366-0011
FAX：366-0051
電子メール
gakushuu@city osakasa

この生涯学習出前講座は、市の事業や施策に関して、市職員が地
域に出向いて説明、お話しするものです。

市民の皆さんが知りたい･学びたいテーマのメニューの中から選
んで申し込みます。

団体やグループなどの学習にご利用ください。

●メニューは85講座を用意しています。　●費用は無料です。　●申し込みは所定の申込書が必要です。
●メニューに希望する講座がないときは、市民協働・生涯学習推進グループにご相談ください。
　担当グループと協議して、実施可能な場合は出前講座として実施します。
●メニューの内容と申込書は、次の方法により入手(閲覧)できます。
　①パンフレット(次の施設の窓口にあります。)
　　　○市役所(１階)市民協働・生涯学習推進グループ　○市立コミュニティセンター
　　　○市民活動支援センター(市役所南館２階)　　　　○市立公民館

②大阪狭山市のホームページからダウンロードすることができます。 gakushuu@city.osakasa
yama.osaka.jp１０人以上の市民の団体やグループであればご利用可能です。

②大阪狭山市のホ ムペ ジからダウンロ ドすることができます。
　　　( ホーム  >  行政情報  > 生涯学習  > 出前講座 と進んでください)

【お知らせ】＆【お願い】
＜編集・発行＞

この情報誌は、市民の皆様の「学びたい」・「学んだことを役に立てたい」と思う気持ちを

サポートするための生涯学習情報を編集しています。

平成２２年度（2010年度）は、４回（４月・７月・１０月・１月）発行します。

この情報誌を多くの市民の皆様に活用していただくために、市内の団体（グループ、サーク

ル、

クラブなど） 企業 学校 個人の皆様からの生涯学習情報の提供をお待ちしています

大阪狭山市 政策調整室 市民協働・生涯学習推進グループ

〒589-8501 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1

TEL：072-366-0011(代) FAX：072-366-0051

電子メール gakushuu@city.osakasayama.osaka.jp

大阪狭山市ホームページ http://www.city.osakasayama.osaka.jp/
クラブなど）、企業、学校、個人の皆様からの生涯学習情報の提供をお待ちしています。

また、「こんな情報がほしい」といったご要望もお待ちしています。
この「ライフタイム」は市のホームページにも掲載しています。
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