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　　大阪狭山市『生涯学習情報誌』

の情報を集めました。

2011年4月～7月
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
すようお願いいたします。



1 ページ

◎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

ファミリー・ハイキング
市民ふれあいの里に集合し周辺散
策を行います。

　 5月22日(日) 市民ふれあいの里
市内の

親（保護者）と子
100人

中学生以上
1,500円

子ども800円

おやこの
ふれあいサークル「わ」
《全７回の連続講座》

親子がいっしょに運動に親しみま
す。トランポリン・マット運動・
ゲーム・ミニ運動会・遠足など。

　 5月12日(木)から
　 6月23日(木)まで
　毎週木曜日(予定)全7回

総合体育館など
市内の

親（保護者）と子
30組

1組
3,000円
（全7回）

トレーニング機器講習会
機器使用方法、体力測定、メ
ニューの提供などです。

　 4月から
　 3月まで
　　（随時実施）

総合体育館

16歳以上の人
どなたでも

各回12人

700円
総合体育館

TEL:365-5250

教室プログラムの実施

（月）ルーシーダットン
（火）肩腰スッキリ
（水）ヨガ
（木）太極拳
（金）アラカルト
（土）ウォーキングバランス

　 4月から
　 6月まで
　　（随時実施）

総合体育館

市民
20人

＜先着順＞

500円
総合体育館へ

電話

総合体育館

TEL:365-5250

◎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、助産師、栄養士など専門
家による健康相談です。

　毎週火曜日
　　10:30～15:30
(祝日や一部休みがあります)

保健センター 市民（予約制） 無料

歯の個別相談
歯科衛生士による歯の相談と歯み
がき、義歯の手入れ方法の指導で
す。

　 5月11日(水)
　　13:30～15:30
   （1人約30分）

保健センター 市民（予約制） 無料

デンタル教室
歯科医師による歯科診察・歯科衛
生士による歯みがき実習、歯に関
する相談です。

　 6月22日(水)
　 7月 6日(水)
　　いずれも13:00～15:30

保健センター 市民（予約制） 無料

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
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

1週間前までに水道施設
見学(使用)届を水道局に

提出
※事前に問合わせが必要

水道局施設グループ

TEL:366-0011

大阪大谷大学公開講座

【科学の眼でスポーツを指導】

メタボ予防のための運動教室

身体組成計測と運動プログラム作
成

講師:児玉公正（人間社会学部教
授）

　 5月23日(月)
　　10:00～12:00

大阪大谷大学

（近鉄長野線滝谷不
動駅下車／徒歩約7

分）

ウェルネスセンター
13-201教室

毎週月曜日、大学での
１時間のトレーニング
と、週３日、自宅での
ウォーキングが６ヶ月

間実施可能な方

１０人
＜先着順＞

無料

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ

往復はがき・メール

4月11日(月)～
5月16日(月)申込み

大阪大谷大学
総務課志学台広報係

〒584-8540
富田林市

錦織北3-11-1
TEL:0721-24-0452

電子メール
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp

メンタルヘルス
学習交流会

不安障害などの心配性を克服する
ため「森田療法」の勉強会を開い
ています。

　毎月第４日曜日
　　14:00～17:00

サンスクエア堺
（ＪＲ阪和線堺市駅下

車／徒歩約2分）
どなたでも 500円／回 不要

ＮＰＯ法人
生活の発見会

狭山連絡所（澤田）
TEL:090-3926-7987

社会教育・スポーツ
振興グループ

TEL:366-0011

健康推進グループ
(保健センター内)

TEL:367-1300

総合体育館へ
申込用紙を

直接

健康推進グループへ

直接・電話
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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

エコノワｅｃｏの輪　講座
えこ えこ　たわし

～洗剤いらずのスグレモノ～

アクリル100％の毛糸で編んだタ
ワシは洗剤をつかわず茶渋が落ち
る。そんな環境に優しいタワシを
作ろう。

　 5月27日(金)
　　10:00～12:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する18歳以上の人

15人

150円

ココロもカラダもリフレッシュ！
簡単ピラティス

《全４回の連続講座》

ピラティスってなんだろう？
常に基本姿勢を意識しながら、緩
やかに行う体操です。

　① 6月24日(金)
　② 7月 1日(金)
　③ 7月 8日(金)
　④ 7月15日(金)
　　各回10:30～12:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する18歳以上の人

20人

1,000円
（全4回）

まい・そ～いんぐ

浴衣づくり

《全５回の連続講座》

浴衣づくりに挑戦しませんか？5
回の講座で1枚の浴衣を完成させ
ます。自分で縫った浴衣で花火大
会や盆踊りに出かけよう！

　① 5月29日(日)
　② 6月 5日(日)
　③ 6月12日(日)
　④ 6月19日(日)
　⑤ 6月26日(日)
　　各回13:00～16:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する中学生以上の

女性

10人

1,000円
（全5回）

（浴衣地・裁縫
セット・ミシン
糸は各自用意）

ハートフルセミナー
「あなたからできる、心のケア」

学びの時間

《全４回の連続講座》

～悩んでない？頑張りすぎてな
い？こんな一言、声かけできます
か？～「心のケア」「心の健康」
「うつ症状」「あなたからでき
る、心のケア」

　① 6月 5日(日)
　② 6月12日(日)
　③ 6月26日(日)
　④ 7月 3日(日)
　　各回10:00～12:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する18歳以上の人

20人

500円
（全4回）

◎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

子育てサークル支援

子育てサークルを応援します。
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

ぽっぽえんへ登録のうえ

申込用紙を
直接

あそびの広場
屋根のある公園だと思って、いつ
でも気軽に遊びに来てください。

　毎日
　　10:00～17:00
(祝日・年末年始はお休み)

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
ぽっぽえんへ登録のうえ

利用

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・年末年始はお休み)

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
ぽっぽえんへ登録のうえ

利用

児童福祉習慣事業 絵本展・人形劇・図書館によるお
はなし会・ふぁみさぽ手作り広場
などの催しがあります。

　絵本展
　 5月7日(土)～13日(金)

※その他の催しは広報おおさ
かさやま5月号でご覧くださ
い。

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前のこどもと
保護者

無料 不要

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:360-0022
FAX:360-0033

市立公民館

〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

市立公民館へ

直接・郵送・FAX

4月1日(金)～15日(金)
申込み
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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

親子のつどいの広場
「ファンズガーデン」

いつでも気軽に立ち寄れる親と子
のアットホームな居場所です。
飲食もOK！です。
一組での参加も大歓迎です。

　月～金　 10:00～16:00
　土(月3回)11:00～15:00

「出張ひろば」開催の日は
ファンズガーデンは閉園。

ファンズガーデン
(旧くみの木幼稚園)

乳幼児・未就園児と
その保護者

1家族
1回100円

不要

NPO法人
ワークレッシュ

「ファンズガーデン」
〒589-0013

茱萸木六丁目985-1
TEL:366-6960

ファンズガーデン
「出張ひろば」

いつでも気軽に立ち寄れる親と子
のアットホームな居場所です。
飲食もOK！一組での参加も大歓
迎です。

　毎週火曜日
　　10:00～16:00

NPO法人
ワークレッシュ

乳幼児・未就園児と
その保護者

1家族
1回100円

不要

NPO法人
ワークレッシュ
〒589-0007

池尻中一丁目26-13
内山ビル３F

TEL:366-7871

　① 5月17日(火)
　② 5月24日(火)
　③ 5月31日(火)
　　各回13:30～15:30

平成22年9月5日～
平成22年11月4日生
まれの第1子と保護者

20組

　① 7月12日(火)
　② 7月19日(火)
　③ 7月26日(火)
　　各回13:30～15:30

平成22年11月5日～
平成23年1月4日生ま
れの第1子と保護者

20組

ママパパ教室

《全４回の連続講座》

歯科医師・助産師・管理栄養士な
どの話や、沐浴実習、パパの妊婦
体験、歯科健診、先輩ママと交流
会などです。

　① 5月12日(木)
　　　13:00～15:30
　② 5月27日(金)
　　　13:00～15:30
　③ 6月 4日(土)
　　　 9:30～11:30
　④ 6月16日(木)
　　　 9:30～11:30

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

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
です。

　 4月13日(水)
　 5月18日(水)
　 6月 8日(水)
　 7月13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

◎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

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全９回の連続講座》

シェイクスピアの現代性
『リチャード二世』を中心に
講師:今西雅章

　① 4月22日(金)
　② 5月 6日(金)
　③ 5月13日(金)
　④ 5月20日(金)
　⑤ 5月27日(金)
　⑥ 6月 3日(金)
　⑦ 6月10日(金)
　⑧ 6月17日(金)
　⑨ 6月24日(金)
　　各回11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
30人

9,000円
（全9回）

帝塚山学院大学へ

講座名、郵便番号、住
所、氏名(フリガナ)、年
齢、性別、電話番号を

往復ハガキ

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2-1823

申込み随時受付中
TEL:365-6171

健康推進グループ

TEL:367-1300
（保健センター内）

無料

健康推進グループへ

直接・電話

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”
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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

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全８回の連続講座》

Advanced Writing in English
(spring-summer2011)
講師:Clive Lovelock（帝塚山学
院元教授）

　① 4月23日(土)
　② 5月 7日(土)
　③ 5月21日(土)
　④ 6月 4日(土)
　⑤ 6月18日(土)
　⑥ 7月 2日(土)
　⑦ 7月16日(土)
　⑧ 7月30日(土)
　　各回 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

8,000円
（全8回）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全８回の連続講座》

Advanced Oral English
Communication
(spring-summer2011)
講師:Clive Lovelock（帝塚山学
院元教授）

　① 4月23日(土)
　② 5月 7日(土)
　③ 5月21日(土)
　④ 6月 4日(土)
　⑤ 6月18日(土)
　⑥ 7月 2日(土)
　⑦ 7月16日(土)
　⑧ 7月30日(土)
　　各回11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
20人

8,000円
（全8回）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全８回の連続講座》

フランス語を楽しむ
講師:梶谷温子（帝塚山学院大学名
誉教授）

　① 4月26日(火)
　② 5月10日(火)
　③ 5月17日(火)
　④ 5月31日(火)
　⑤ 6月 7日(火)
　⑥ 6月14日(火)
　⑦ 6月21日(火)
　⑧ 6月28日(火)
　　各回13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
15人

8,000円
（全8回）

step-upコース
講師:(株)ＣＴＳ日米派遣講師

どなたでも
20人

30,675円
（全18回）

communicationコース
講師:(株)ＣＴＳ日米派遣講師

どなたでも
20人

30,675円
（全18回）

challengeコース
講師:(株)ＣＴＳ日米派遣講師

　 同日程
　　各回11:00～12:30

どなたでも
20人

30,675円
（全18回）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全６回の連続講座》

韓流（韓国大衆文化）から韓国社
会を考える
講師:古田富建（帝塚山学院大学准
教授）、倉本善子（韓国ドラマ雑
誌フリーライター）

　① 5月 9日(月)
　② 5月16日(月)
　③ 5月23日(月)
　④ 5月30日(月)
　⑤ 6月 6日(月)
　⑥ 6月13日(月)
　　各回11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
35人

6,000円
（全6回）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全６回の連続講座》

英語でアールト建築を学ぶーマイ
レア邸
講師:渡辺樹美（帝塚山学院大学元
非常勤講師）

　① 5月 9日(月)
　② 5月23日(月)
　③ 6月 6日(月)
　④ 6月20日(月)
　⑤ 7月 4日(月)
　⑥ 7月25日(月)
　　各回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

6,000円
（全6回）

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2-1823

申込み随時受付中
TEL:365-6171

帝塚山学院大学へ

講座名、郵便番号、住
所、氏名(フリガナ)、年
齢、性別、電話番号を

往復ハガキ

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全１８回の連続講座》

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

　 4月26日(火)から
　 9月13日(火)まで
　　毎週火曜日全18回
（5月3日、8月9日と16日を除
く）
　　各回13:30～15:00
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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

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全６回の連続講座》

食卓の四季遊び
講師:井上節子（帝塚山学院大学非
常勤講師）

　① 5月 9日(月)
　② 5月16日(月)
　③ 5月23日(月)
　④ 5月30日(月)
　⑤ 6月 6日(月)
　⑥ 6月13日(月)
　  各回13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
35人

6,000円
（全6回）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全６回の連続講座》

『源氏物語』を楽しむ
講師:岩井宏子（帝塚山学院大学元
非常勤講師）

　① 5月11日(水)
　② 5月25日(水)
　③ 6月 8日(水)
　④ 6月22日(水)
　⑤ 7月 6日(水)
　⑥ 7月20日(水)
　　各回13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
35人

6,000円
（全6回）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全６回の連続講座》

英日・日英翻訳：添削講座♯13
講師:前田尚作（帝塚山学院大学元
教授）

　① 5月12日(木)
　② 5月19日(木)
　③ 5月26日(木)
　④ 6月 2日(木)
　⑤ 6月 9日(木)
　⑥ 6月16日(木)
　　各回11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
15人

6,000円
（全6回）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

《全６回の連続講座》

漢詩をよむたのしみ
講師:福島理子（帝塚山学院大学准
教授）

　① 5月12日(木)
　② 5月26日(木)
　③ 6月 9日(木)
　④ 6月23日(木)
　⑤ 7月 7日(木)
　⑥ 7月21日(木)
　　各回13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
35人

6,000円
（全6回）

青少年セミナー
「みらい◇はばたキッズ」

フェルト羊毛でデザイナー！

《全２回の連続講座》

ふわふわ羊毛をフェルトのボール
やペンケースの模様をデザインし
て、みんなでタペストリーを作っ
てみよう！

　① 4月29日(金・祝)
　② 4月30日(土)
　　各回13:30～16:00

市立公民館
市内居住の小学生

20人

300円
（全2回）

市立公民館へ
直接・郵送・FAX

4月1日(金)～15日(金)
申込み

青少年セミナー
「みらい◇はばたキッズ」

モビールで芸術家！

《全２回の連続講座》

～動く彫刻モビールでマリンワー
ルドを作ろう～

　① 7月17日(日)
　② 7月18日(月・祝)
　　各回13:30～16:00

市立公民館
市内居住の小学生

24人

500円
（全2回）

市立公民館へ
申込書を

直接・郵送・FAX
4月1日(金)～

5月13日(金)申込み

成人大学講座
「帝塚山学院ゆかりの作家」

《全５回の連続講座》

開学以来、帝塚山学院には学院出
身の作者や学院短期大学、大学で
教鞭をとられた作家が多くいらっ
しゃいます。その先生について専
門の方々やゆかりのある方々のお
話を聞いてみませんか？

　① 5月 7日(土)
　② 5月14日(土)
　③ 5月21日(土)
　④ 5月28日(土)
　⑤ 6月 4日(土)
　　各回14:00～16:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する１８歳以上の人

50人

1,000円
（全5回）

市立公民館へ

直接・郵送・FAX

4月1日(金)～15日(金)
申込み

◎趣味・教養

帝塚山学院大学へ

講座名、郵便番号、住
所、氏名(フリガナ)、年
齢、性別、電話番号を

往復ハガキ

市立公民館

〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

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2-1823

申込み随時受付中
TEL:365-6171
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名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費 用 申し込み 問い合わせ

エクセル活用ビジネスコース

《全１５回の連続講座》

就職活動・ビジネスチャンスにエ
クセルを使いこなしましょう。

　 5月14日(土)から
　 8月27日(土)まで
　　毎週土曜日全15回
　
　　各回18:00～20:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する18歳以上で

エクセル入門者

20人

8,000円
（全15回）

　 5月14日(土)から
　 6月18日(土)まで
　　毎週土曜日全6回
　　各回 9:30～12:00

3,500円
（全6回）

　 5月14日(土)から
　 6月18日(土)まで
　　毎週土曜日全6回
　　各回13:30～16:00

3,500円
（全6回）

　 7月 2日(土)から
　 8月 6日(土)まで
　　毎週土曜日全6回
　　各回 9:30～12:00

4,000円
（全6回）

　 7月 2日(土)から
　 8月 6日(土)まで
　　毎週土曜日全6回
　　各回13:30～16:00

4,000円
（全6回）

リコーダーで素敵な音色を

《全５回の連続講座》

～みんなでつくるハーモニー～
みんなで集まってアンサンブル

　① 6月15日(水)
　② 6月22日(水)
　③ 6月29日(水)
　④ 7月 6日(水)
　⑤ 7月13日(水)
　　各回13:30～16:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する18歳以上の人

20人

1,000円
（全5回）

市立公民館へ

直接・郵送・FAX

4月18日(月)まで申込み

初心者陶芸体験講座
（陶の灯）あかり

《全５回の連続講座》

幻想的な空間をイメージして、陶
器のランプを作ります。

　① 7月 2日(土)
　　10:00～15:00
　② 7月 3日(日)
　　10:00～15:00
　③ 7月17日(日)
　　10:00～12:00
　④ 7月24日(日)
　　10:00～15:00
　⑤ 7月31日(日)
　　10:00～12:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する18歳以上の人

12人

2,500円
（全5回）

市立公民館へ

直接・郵送・FAX

4月1日(金)～15日(金)
申込み

街のすぐれもの大学講座
「ゆかたの着付つけと帯結び」

～ゆかたで夏を楽しもう～

基本のリボン結びから、もっとオ
シャレな結び方にもチャレンジし
ます。自分流の着こなしを見つけ
て夏を楽しみましょう。

　 7月10日(日)
　　13:00～16:00

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する中学生以上の

女性

16人

200円

市立公民館へ

直接・郵送・FAX

4月1日(金)～
5月13日(金)申込み

市立公民館

〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

初心者パソコン講座
「はじめてのパソコンコース」

《全６回の連続講座》

～パソコンであなたの趣味と教養
の世界を広げましょう！～
Windowsパソコンを使用し、電
源の入れ方から始め、文字入力や
メール、インターネットを通し
て、パソコンの基本を学びます。

～ワードで広がる夢と表現の世界
～
Windowsパソコンを使用し、
ワードの基礎を学び、写真やイラ
ストを使ってデザイナーに挑戦や
自己流の『ライフワーク新聞』づ
くり、仲間と作る『季節ミニコ
ミュニティー』などを学びます。

市立公民館へ

直接・郵送・FAX

4月1日(金)～15日(金)
申込み

市立公民館

市立公民館

市内に居住・通勤・通
学する18歳以上の
パソコン未経験者

(過去の受講者を除く)
各20人

※「Word基礎コー
ス」と同時申込み不可

市内に居住・通勤・通
学するパソコン経験者
(文字入力が出来る人)

各20人

※「はじめてのパソコ
ンコース」と同時申込

み不可

初心者パソコン講座
「Ｗｏｒｄ基礎コース」

《全６回の連続講座》
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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
　4月度例会
(第168回)

河内飛鳥①-河内飛鳥前史-

　講師:笠井 敏光

　 4月23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
 5月度例会
(第169回)

三輪山山麓の王都と前方後円墳の
誕生①

　講師:天野 末喜

　 5月22日(日)
　　14:00～17:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
多目的室

古代史の会
 6月度例会
(第170回)

河内飛鳥②-古市古墳群の誕生-

　講師:笠井 敏光

　 6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
　7月度例会
(第171回)

六王墓の移動と巨大古墳群の成立
②

　講師:天野 末喜

　 7月23日(土)
　　14:00～17:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
多目的室
（予定）

囲碁講座

《連続講座》

十級から有段者までの方で囲碁の
基本を学ぶ講座です。

　① 4月 5日(火)
　② 4月12日(火)
　③ 4月19日(火)
　④ 5月10日(火)
　⑤ 5月17日(火)
　⑥ 5月24日(火)
  ⑦ 6月 7日(火)
　⑧ 6月14日(火)
　⑨ 6月21日(火)
　　　各回13:00～16:00

老人福祉センター
さやま荘　和室

どなたでも
3,000円
(6ヶ月分)

囲碁講座
担当 木下へ

電話

囲碁講座
担当 木下

TEL:367-1294

大阪大谷大学博物館
春季特別展

「祈願（いのり）のかたち
－写経と経塚－」

経塚から出土した遺物や、本学図
書館所蔵の写経などを展示しま
す。

　 4月2(土)～6月18日(土)
　　10:00～16:00
　（日曜・祝日は休館日）

どなたでも 無料 不要

大阪大谷大学博物館
博物館講座

「経塚の諸相」
講師:藤澤典彦（大阪大谷大学非常
勤講師）

　 5月21日(土)
　　14:00～16:00(予定)

どなたでも 無料 不要

狭山池や博物館を描こう

狭山池博物館や狭山池の風景、博
物館の展示物などを描く写生会を
行います。また、夏休みに博物館
で展示します。

　 5月28日(土)
　 6月12日(日)
　いずれも10:30～15:00
　　(受付は10:00～)

狭山池博物館集合 小学生までの子ども 無料

実施日の２日前までに
狭山池博物館へ

直接

※作品の提出は
6月30日(木)まで

狭山池博物館
高校生の芸術展

未定 未定 狭山池博物館 どなたでも 無料 不要

大阪大谷大学
博物館

（近鉄長野線滝谷不
動駅下車／徒歩約7

分）

狭山池博物館

TEL:367-8891

古代史の会
主宰 木下茂男
TEL:367-1294

古代史の会
主宰 木下へ

電話

大阪大谷大学博物館

TEL:0721-24-1039

　　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)

　　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)

　　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)

　　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)
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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

　 4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)

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

4月1日(金)から申込み

　 5月18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)

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

5月2日(月)から申込み

　 6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)

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

6月1日(水)から申込み

　 7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)

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

7月1日(金)から申込み

大阪大谷大学公開講座①
萬葉集七夕歌の世界　その1
講師:鈴木利一（大阪大谷大学文学
部教授）

　 7月 9日(土)
　　14:00～15:30

どなたでも 無料 不要

大阪大谷大学公開講座②
萬葉集七夕歌の世界　その2
講師:鈴木利一（大阪大谷大学文学
部教授）

　 7月16日(土)
　　14:00～15:30

どなたでも 無料 不要

大阪大谷大学公開講座

（親子・子育てシリーズ）

親子で楽しむ科学教室①

磁石のふしぎ
講師:谷本能文（大阪大谷大学薬学
部教授）

　 7月30日(土)
　　13:30～15:00

大阪大谷大学
（近鉄長野線滝谷不
動駅下車／徒歩約7

分）

薬学実験研究棟
15号館

小学生とその保護者

30組

＜先着順＞

無料

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ

往復はがき・メール

4月11日(月)～
7月15日(金)申込み

◎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

心のセルフケア講座

《全２回の連続講座》

ファシリテーターの話を聞きなが
ら、自分の心を見つける講座で
す。参加者同志の共有や発表はあ
りません。

　① 5月11日(水)
　② 7月13日(水)
　　各回10:00～12:00

市立公民館

市内に居住・通勤の
女性

10人

＜先着順＞

無料

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール

5月2日(月)から申込み

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

TEL:247-7047
FAX:247-7047

電子メール
os-gender@

water.ocn.ne.jp

大阪大谷大学
(近鉄長野線滝谷不
動駅下車／徒歩約7

分）

博物館11-201教室

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

TEL:247-7047

FAX:247-7047

電子メール
os-gender@

water.ocn.ne.jp

大阪大谷大学
総務課志学台広報係

〒584-8540
　大阪府富田林市

錦織北3-11-1
TEL:0721-24-0452

電子メール
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp

「ほっと　さろん」
簡単な手づくり作品を作りながら
テーマについて対話（おしゃべ
り）をもち、交流をはかります。
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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

SPECIAL mini LIVE＆説明会

　 4月16日(土)
　　18:30～20:00

市立公民館
大集会室

平成5年4月2日以降
に生まれた

中学生・高校生など
※中学生は保護者同伴

無料 不要

　 5月 7日(土)から毎週
　　土曜日17:30～20:30
　　月曜日18:30～20:30

市立公民館など

平成5年4月2日以降
に生まれた

中学生・高校生

80人

1,000円／月

市立公民館へ
直接・FAX

4月1日(金)～25日(月)
申込み

国際交流講座

もっと気軽に英語で
コミュニケーション

《全２回の連続講座》

サンディエゴから来たキンバリー
さんとお互いの国のことを聞いた
り話したりして、コミュニケー
ションしてみよう。また、日本昔
話を簡単な英語で読んだりしま
す。

　① 5月16日(月)
　② 5月30日(月)
　　各回10:00～12:00

市立公民館

市内居住・通勤・通学
する18歳以上の人

20人

500円
（全2回）

市立公民館へ
申込書を

直接・FAX・郵送
4月1日(金)～15日(金)

申込み

市立公民館

〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

Go！Go！
ふれあいの里ワールド

ふれあいの里の無料開放をし、模
擬店やゲームコーナーなどのイベ
ントを行います。

　 5月 5日(祝・木)
　　 9:00～19:00開演
　　10:00～14:00イベント

市民ふれあいの里 どなたでも 無料 不要

社会教育・スポーツ
振興グループ

TEL:366-0011

◎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
春蝶のぼっちゃん落語会

隔月恒例の若手落語家による公
演。シリーズ最初を飾るのは、昨
年に引き続き、桂春蝶さんです。

　 4月16日(土)
　　14:00～15:30

SAYAKAホール
大会議室

どなたでも
100人

＜先着順＞

1,000円

　 5月20日（金）
　　10:30～12:35

　 5月20日（金）
　　13:30～15:35

SAYAKA JAZZ Lounge!!vol.2
Standerd Number Forever

古谷充とゲストメンバーを迎え、
お馴染みのスタンダード曲を演奏
します。

　 6月15日(水)
　　19:00～20:30

SAYAKAホール
コンベンションホール

どなたでも
150人

＜先着順＞

一般2,000円
1ドリンク付

劇団四季
「クレイジー・フォー・ユー」

珠玉のガーシュウィン・ナン
バー、心地よいタップをはじめ多
彩なダンス、そして笑いあふれる
ラブ・コメディと、まさにミュー
ジカルの真髄ともいえる魅力満載
の公演です。

　 6月23日(木)
　　18:30～21:30

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1208人

＜先着順＞

S席 8,000円
A席 6,300円
B席 3,150円

◎イベントその他

SAYAKAホール

TEL:365-8700
〒589-0005

狭山一丁目875-1

SAYAKAホール
小ホール

どなたでも
各368人

＜先着順＞

一般1,000円
割引900円

市立公民館

〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

コーディネート：
大阪狭山

キジムナーの会

SAYAKAホール
チケットカウンター

TEL:365-9590

「表現倶楽部うどぃ」

第7期生募集

表現倶楽部うどぃは、｢チャレン
ジしたい！｣という気持ちがあれ
ば、誰でも参加できるみんなの居
場所。舞台に向けてのワーク
ショップ（体験型学習）と合わせ
て、清掃活動・福祉施設訪問・自
治会のイベント出演など、地域の
方々とのふれあいも大切にしてい
ます。そうした経験を通して、表
現力とコミュニケーション力を身
につけます。ダンス、役者、バン
ド、美術製作など。

さやか名画座

｢南極料理人｣

平均気温マイナス54℃！日本と
の距離14,000km！究極の単身
赴任！おいしいごはん、準備中。
家族と離れてさみしいけれど、ど
んなときも、おいしいものを食べ
ると元気になれる！
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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
こごろうのワハハ落語会

隔月恒例の若手落語家による公
演。人気絶頂の桂こごろうさんを
筆頭に素晴らしいはなしをお聞か
せします。

　 6月25日(土)
　　14:00～15:30

SAYAKAホール
大会議室

どなたでも
100人

＜先着順＞

1,000円

　 7月15日（金）
　　10:30～12:20

　 7月15日（金）
　　13:30～15:20

オー・ソレ・ミオ
イタリア・ナポリターナ楽団

南イタリアに響く情熱の歌声！ナ
ポリ民謡とカンツォーネのベスト
セレクション！〜愛と哀愁と喜び
を歌い上げる〜

　 7月22日(金)
　　18:30～20:30

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1208人

＜先着順＞

4,500円

おはなし会 絵本の読み聞かせと紙芝居です。

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
おはなしのへや

どなたでも
30人

無料 当日先着
市立図書館

TEL:366-0071

プラネタリウム投影
市立公民館の職員が天文学習を行
います。

　　毎週日曜日
　　14:00～
　　15:00～
　　（1日2回投影）

市立公民館
プラネタリウム室

市民

60人
無料 不要

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070

狭山池まつり
狭山池堤

さやか公園
狭山池博物館

どなたでも

来場無料

会場内でのフ
リーマーケッ

ト・模擬店など
は実費

不要

狭山池まつり
実行委員会

TEL:360-3805

防災キャンペーン

さやか公園備蓄倉庫を開放し、防
災に関する啓発を行い、安全安心
スクール啓発ブースも併せて設置
します。

　 5月 1日(日)
　　 9:00～16:00
　狭山池まつり開催時

さやか公園
備蓄倉庫

どなたでも 無料 不要
危機管理グループ

TEL:366-0011

利き水会
水道水とミネラルウォーターを飲
み比べて頂き、アンケートを実施
します。

　 5月 1日(日)
　狭山池まつり開催時

さやか公園 どなたでも 無料 不要
水道局総務グループ

TEL:366-0011

◎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

SAYAKAホール
チケットカウンター

TEL:365-9590

SAYAKAホール

TEL:365-8700
〒589-0005

狭山一丁目875-1

一般1,000円
割引900円

SAYAKAホール
小ホール

どなたでも
各368人

＜先着順＞

　 4月30日(土)
　　14:00～20:00
　　※雨天の場合、5/1の1日開催
　 5月 1日(日)
　　 9:00～16:30
　　※雨天の場合、中止
　詳細は、狭山池まつり実行委員会に
　お問い合わせください。

「みんな、ホントウの自分でおや
んなさい」
言葉が通じなくても伝わってくる
ばーちゃんからのメッセージで
す。

さやか名画座

｢トイレット｣
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第１１６回
狭山池クリーンアクション

　 4月23日(土)
　　集合10:00

第１１７回
狭山池クリーンアクション

　 5月 3日(祝・火)
　　集合10:00

第１１８回
狭山池クリーンアクション

　 5月28日(土)
　　集合10:00

第１１９回
狭山池クリーンアクション

　 6月25日(土)
　　集合10:00

第１２０回
狭山池クリーンアクション

　 7月23日(土)
　　集合10:00

◎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

安全安心スクール
「特別編」

防犯講演会
黒山警察署による講演会です。 　6月上旬開催予定

コミュニティセンター
大会議室

どなたでも
約100人

無料 不要

市民協働・生涯学習
推進グループ

TEL:366-0011

第１回
安全安心スクール

いざという時のための知識や技術
を習得して、地域の防災防犯力の
向上を目的に、救命・防災・防犯
を統合した「安全安心スクール」
を開校。

　7月上旬開催予定
消防本部

トレーニング室
どなたでも

50人
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

ama.osaka.jp

◎生涯学習出前講座
問い合わせ

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
yama.osaka.jp

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

ホームページ
http://www.mydoo.net

/ikematuri/

狭山池公園
管理棟横(鳥居前)

どなたでも

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。

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。

１０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。

内 容

●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。
　　　( ホーム  >  行政情報  > 生涯学習  > 出前講座 と進んでください)

申し込み

　【お知らせ】＆【お願い】

　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23年度（2011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。
　　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。

＜編集・発行＞
　
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/
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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