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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。 
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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

ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク

ゴールまでの速さを競うのではな
く、コースを楽しみながら歩き、
時間得点と課題得点の合計で競う
ゲームです。初めての方でも楽し
めます。

 11月10日(日)
総合体育館を

スタート・ゴール

市内居住・通勤・
通学する人を含む家族

またはグループ
400人＜先着順＞

一人あたり
100円

(保険料含む)

総合体育館で受付
(10月10日(木)から
10月26日(土)まで)

スポーツ推進委員会事
務局(社会教育・スポー

ツ振興グループ)
TEL:366-0011

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

 1月19日(日) 狭山池周遊路

対象：市内に居住・通
勤・通学する人、種
目：小学5年生、6年
生、中学生、高校生以
上、36歳以上、60歳
以上、小学4年生以下
の子どもとその保護者

300円
(保険料含む)

総合体育館へ直接
社会教育・スポーツ振

興グループ
TEL:366-0011

教室プログラムの実施

(月)ボディーメイク(火)肩腰スッ
キリ(水)ピラティス(木)太極拳(金)
赤ちゃんとステップ(土)姿勢と
ウォーク・チャレンジフィット

 10月～1月 総合体育館 市民　先着20人 500円
申し込み・電話可

(総合体育館)
総合体育館

TEL:365-5250

大阪大谷大学公開講座
中・高校生のための

ソフトボール教室

中・高校生を対象としたソフト
ボール教室です。動作解析支援ソ
フト「ダートフィッシュ」を用い
たIT活用指導が目玉です。教員と
学生が指導を担当し、「科学の眼
で指導」にあたることを意識しま
す。
講師：
児玉公正(人間社会学部　教授)
吉野傳一(関西大倉高校　教諭)

　12月8日(日)
　　9:00～15:00

大阪大谷大学
グラウンド
第1体育館

(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

定員60名
女子の中・高校生と
その指導者・顧問

(学生も指導を担当)

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

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-

1
電子メール:

shigakudai@osaka-
ohtani.ac.jp

11月22日(金)締切

大阪大谷大学
人間社会学部

スポーツ健康学科
TEL:0721-24-9242

(月～金9:30～16:00)

◎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

　①11月12日(火)
　②11月19日(火)
　③11月26日(火)
　　各回13:45～15:30

平成25年3月5日～平
成25年5月4日生まれ
の第1子と保護者20

組

　①1月14日(火)
　②1月21日(火)
　③1月28日(火)
　　各回13:45～15:30

平成25年5月5日～平
成25年7月4日生まれ
の第1子と保護者20

組

ママパパ教室
①助産師の話
②育児の話、沐浴実習
③歯科健診、妊娠中の食事

　①10月30日(水)
　　13:00～15:30
　②11月30日(土)
　　9:30～11:30
　③1月24日(金)
　　13:00～15:30

初めての赤ちゃんを迎
える妊婦と

その夫

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。

　①10月9日(水)
　②11月13日(水)
　③12月11日(水)
　④1月15日(水)
　　各回9:30～11:00

離乳期の乳児を持つ保
護者

保健・栄養相談
保健師、看護師、栄養士など専門
職による健康相談です。

　原則毎週火曜日(1枠30分)
　　10:00～15:30
　(祝日や一部休みあり)

市民(予約制)

赤ちゃん広場《全3回の連続講
座》

子育て支援センター
ぽっぽえん

健康推進グループ
(保健センター内)
TEL:367－1300

無料

親子あそび、親同士の仲間づく
り、離乳食(後期)や歯の話などで
す。

◎スポーツ・レクリエーション

健康推進グループへ直
接・電話

保健センター

1 ページ
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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

電話健康相談
電話による健康相談、育児相談、
禁煙相談

　月・水・金曜日の午前中
　(祝日や一部休みあり)

市民 不要

大人の歯のお手入れ教室
（旧デンタル教室）

歯科健診、歯科医師・歯科衛生士
のお話、ブラッシング実習、
個別相談

　Cコース
　①9月30日(月)
　②10月11日(金)
　Dコース
　①1月29日(水)
　②2月13日(木)
　　いずれも13:00～15:00

市民(予約)
各コース15名

＜先着順＞

健康生活応援講座
糖尿病を中心とした①医師の講演
②管理栄養士の講演③健康運動指
導士による運動指導

　①11月7日(木)
　　15:00～16:30
　②11月25日(月)
　　13:30～16:00
　③12月6日(金)
　　9:30～11:45

①②保健センター
③市立公民館

(大集会室)

市民で血糖値が高めの
人、または健康的な生

活を目指す人
定員30名

親子防災キャンプ

地震の発生を想定した訓練や体育
館を避難所とした体験学習。（2
日目は総合防災訓練に参加しま
す。

　10月26日(土)
　　16:00～
　10月27日(日)
　　13:00～

東小学校体育館
市内に居住する小学4
年生～6年生とその保

護者

1人につき500
円(保険料、食事

代含む)

名前(ふりがな)、学校
名、学年、郵便番号、
住所、電話番号、生年
月日を記入し「親子防

災キャンプ」係へ
はがき・メール・直接
10月11日(金)17時締

切

社会教育・スポーツ振
興グループ
〒589-8501

狭山1-2384-1
TEL:366-0011
電子メール:

shakaikyoiku@city.osak
asayama.osaka.jp

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
16歳以上(市外可)

各回12人＜先着順＞
700円

(保険料含む)
総合体育館へ電話
（事前予約要）

総合体育館
TEL:365-5250

認知症に関する基礎知識
～１割の方が発症、身近な見

守りのために～

認知症の方の見守りについて
認知症地域推進支援員による講義

　11月15日(金)
　　13:30～15:30

福祉センターさやま荘
大広間

どなたでも 無料 申し込み不要
SC大阪狭山

(老人クラブ連合会)
TEL:366－2022

老人福祉センターさやま荘
教養講座

秋のウオークの会
センター～天野街道～西山霊園～
センター(５㎞程度)

　11月27日(水)雨天順延
　　9:30～12:00

福祉センターさやま荘
集合･出発

さやま荘利用者市内在
住60以上の方

30円
(保険代として)

さやま荘窓口もしくは
電話

10月29日(火)締切

福祉センターさやま荘
TEL:366-2022

①認知症の診断とくすり
講師:田中静吾(薬学部教授)

②開業医の取り組みと課題
講師:石倉保彦(石倉医院院長)

③Q＆A
講師:田中静吾・石倉保彦

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

「心の」生活習慣病を癒す～気づ
きで変わる人生への挑戦
講師：川上与志夫/本学名誉教授

　10月(8日,22日,29日)
　11月(12日,26日)
　12月(10日)
　各回火曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
30名

全6回
(6,000円)

往復ハガキ・Eメール
【講座名、郵便番号、

住所、氏名(フリガナ)、
年齢、性別、電話番

号】
＜先着順＞

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
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp

三津屋川を美しくする会
三津屋川川原の除草およびゴミ清
掃

　12月14日(土)
　　10:00～11:30
　　雨天の場合は21日(土)

三津屋川地蔵橋上流
左岸ポプリ喫茶店付

近

自治会および諸団体
150名程度

一般の参加も可
無料

三屋川を美しくする会
へ電話・ＦＡＸ

12月6日(金)締切

安部
TEL・FAX:366-6773

大阪大谷大学総務課志
学台広報係へ往復はが
き・メール〒584-

8540 富田林市錦織北
3-11-1

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp

無料

保健センター

無料

大阪大谷大学
薬学部　薬学科

TEL:0721-24-9580
(月～金9:30～16:00)

大阪大谷大学
カトレアホール

2-201教室
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

◎くらしと健康

大阪大谷大学公開講座
くすりと健康2

認知症診療の現状

　10月 5日(土)
　　13:30～16:00

健康推進グループ
(保健センター内)
TEL:367－1300

健康推進グループへ直
接・電話

どなたでも
150人

＜申込多数の場合
抽選＞
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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・年末年始は休み)

就学前の子どもと
保護者

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)

就学前の子どもと
保護者

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
などの貸し出しもします。

　随時 市内の子育てサークル
ぽっぽえんへ登録のう
え、申込用紙を郵送・

FAX・直接

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、ぽっぽえんボランティ
ア、サポーター、利用者によるイ
ベントを開催します。

　10月26日(土)
　　9:45分　受付
　　10:00～12:30

就学前の子どもがいる
家庭

(子どもだけの参加は
できません)

1月15日（水)、23日(木)、
31日(金)のうちいずれか1回

2月7日(金)、12日(水)、20
日(木)のうちいずれか1回

あおぞらひろば
あそびのひろば

近くの公園や集会所で、地域の子
育て家庭の皆さんや子育てサポー
ターと一緒に遊びましょう。体操
や絵本の時間もあります。

就学前の子どもと
保護者

市民協働「子育て講座」
心を育む絵本の世界

～絵本で子育て・孫育て～

絵本講師の会“さんぽ”による
子育て講座

　①11月13日(水)
　②11月20日(水)
　③11月28日(木)
　　いずれも10:00～11:30

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

就学前の子どもがいる
保護者および子育てに

関心のある方
20人＜先着順＞

託児(2歳～)10
人

＜先着順＞１回
100円(保険・

おやつ代)

申し込み用紙に記入の
うえ、直接または郵送
10月15日(火)～25日

(金)

市民協働「子育て講座」
根菜食べて楽しく風邪予防料

理　～親子で元気なからだをつ
くりましょう～

さやま地域栄養士会による食育講
座

　①11月12日(火)
　　10:00～13:00
　②12月3日(火)
　　10:00～12:00

①市立公民館
(調理室)

②子育て支援セン
ター

“ぽっぽえん”

2歳以上の子どもがい
る保護者20人
①のみ託児あり
 (2歳～)/10人

＜先着順＞

①大人500円
(託児のこども1
人につき100

円)
②大人200円

(子ども1人につ
き50円)

申し込み用紙に記入の
うえ、直接(託児希望の
方は託児カードも記入
してください)10月21

日(月)～28日(月)

おやこdeぽかぽかクリスマス

親子で、友だちと、また地域の民
生委員や子育てサポーターと一緒
にあそびましょう。手作りひろば
やおもちゃのひろばなど、コー
ナーあそびがたくさんあります。
サンタクロースも登場するよ！

　12月11日(水)・12日(木)
　　10:00～16:00

SAYAKAホール
コンベンションホール

就学前の子どもと保護
者

無料 不要

子育てサポーター養成講座

全8回の講座を行います。
詳しくは、広報おおさかさやま、
ぽっぽえんで配布しているチラシ
をご覧ください。

1月17日(金）
　9:30～12：00
1月24日(金)・1月30日(木)
2月7日(金)・2月14日(金)
2月21日(金)・2月27日(木)
3月7日(金)
　10:00～12:00
　＜全８回＞

子育て支援センター
“ぽっぽえん”
または公民館

大阪狭山市在住の子育
てに関心のある方

無料
(託児あり)

要

子育て支援センター
“ぽっぽえん”
TEL:360-0022
FAX:360-0033

不要

ぽっぽえんへ登録のう
え利用

※詳しくは、広報おおさかさやま、ぽっぽえんで
配布しているチラシ、ポスターをご覧ください。

ぶどうクラブ

同年齢の親子で一緒にあそびま
しょう。自由に遊べるコーナー、
手作りおもちゃの製作、保護者交
流の時間などがあります。

◎子育て

0歳児
(平成24年4月2日～
平成25年4月1日)

のいる親子

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

無料
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AED普通救命講習
　10月8日(火)
　　9:30～12:30

大阪狭山市消防本部

ファミリー・サポー
ト・センター会員また
は子育てサポーター

20名程度

親子で遊べるあそびのメニュー
<動くこどもの城>

　10月29日(火)
　　10:00～10:50

ファミリー・サポー
ト・センター会員およ
び就学前の子どもと保

護者

虐待について
　11月12日(火)
　　10:00～11:30

ファミリー・サポー
ト・センター会員また
は子育てサポーター

無料
(託児あり)

ふぁみさぽ交流会 お楽しみ講座｢マンドリン演奏会｣
　12月21日(土)
　　10:30～11:30

ファミリー・サポー
ト・センター会員とそ
の子ども。または活動

に関心のある親子

無料 不要

大阪大谷大学
保育の学び直し講座①

保育現場でみられる気になる子の
理解とその対応
講師:落合利佳
(大阪大谷大学准教授・医師)

　11月16日(土)
　　14:00～16:00

大阪大谷大学
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

保育に関心のある方な
らどなたでも

＜先着順30名程度＞

大阪大谷大学
保育の学び直し講座②

地域の子育てを地域づくりから考
えよう
講師:横浜勇樹
(大阪大谷大学准教授)

　12月７日(土)
　　14:00～16:00

大阪大谷大学
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

保育に関心のある方な
らどなたでも

＜先着順30名程度＞

大阪大谷大学
保育の学び直し講座③

保育に活用できる運動遊び、リズ
ム運動
講師:岡みゆき
(大阪大谷大学専任講師)

　12月14日(土)
　　14:00～16:00

大阪大谷大学
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

保育に関心のある方な
らどなたでも
(大人対象)

＜先着順３０名程度＞

身近な自然空間を模した
園庭作り

子どもの遊びにとって自然と触れ
合うことはとても大切なことで
す。ともすると見過ごしがちな
「園庭」をとおして、子どもたち
の成長と発達について考えてみま
せんか。
講師:小泉昭男
(小泉造園代表 1級ビオトープ施
工管理士 自然再生士)

　1月11日(土)
　　14:00～16:00

大阪大谷大学
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

保育に関心のある方な
らどなたでも

＜先着順30名程度＞

子どもの絵における模倣と創
造

―子ども間の模倣について
考える―

子どもが他児の絵を真似して描
く。真似した子どもの方がされた
子より素敵な表現になった。真似
=模倣は良いの、良くないの？子
どもの描画の”模倣”ついてご一
緒に考えましょう。
講師:奥美佐子
(神戸松蔭女子学院大学教授)

　2月8日(土)
　　14:00～16:00

大阪大谷大学
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

保育に関心のある方な
らどなたでも

＜先着順30名程度＞

子育て支援センター
“ぽっぽえん”内

ファミリー・サポート・セ
ンター

TEL:360-0022
FAX:360-0033

子育て支援センター
“ぽっぽえん”

無料

大阪大谷大学幼児教
育実践研究センター
TEL:0721-24-9703
FAX:0721-24-9704

電子メール:
youkyou-

center@osaka-
ohtani.ac.jp

無料
FAX.・メール

定員になり次第締切

ふぁみさぽ研修会

◎子育て

ぽっぽえん内
ファミリー・サポー

ト・センター
電話・直接

4 ページ



5 ページ
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

もう一度英語　Challengeコース
【英会話・初級】
講師:(株)ＣＴＳ日米派遣講師

10月(1日,8日,15日,22日,
　　29日)
11月(5日,12日,19日,26日)
12月(3日,10日,17日)
1月 (14日,21日,28日)
2月 (4日,18日,25日)
各回火曜日11:00～12:30

どなたでも
20名

全18回
(30,675円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

もう一度英語　Step-upコース
【英会話・中級】
講師:(株)ＣＴＳ日米派遣講師

10月(1日,8日,15日,22日,
　　29日)
11月(5日,12日,19日,26日)
12月(3日,10日17日)
1月 (14日,21日,28日)
2月 (4日,18日,25日)
各回火曜日13:30～15:00

どなたでも
20名

全18回
(30,675円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

もう一度英語　Communication
コース
【英会話・上級】
講師:(株)ＣＴＳ日米派遣講師

10月(1日,8日,15日,22日,
　　29日)
11月(5日,12日,19日,26日)
12月(3日,10日,17日)
1月 (14日,21日,28日)
2月 (4日,18日,25日)
各回火曜日13:30～15:00

どなたでも
20名

全18回
(30,675円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

フランス語を楽しむ【中・上級】
講師:梶谷温子(本学名誉教授)

10月(1日,8日,15日,22日,
　　 29日)
11月(5日,12日,19日)
各回火曜日13:30～15:00

どなたでも
15名程度

全8回
(8,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

英日・日英翻訳：添削講座♯18
【翻訳・中上級】
講師:前田尚作(本学元教授)

10月(3日,10日,17日,24日,
　　31日)
11月(7日)
各回木曜日11:00～12:30

どなたでも
15名程度

全6回
(6,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

シェイクスピアの名作『マクベ
ス』を鑑賞する【読解・中上級】
講師:今西雅章(本学名誉教授)

10月(11日,25日)
11月(8日,15日,22日)
12月(6日)
各回金曜日11:00～12:30

どなたでも
20名

全6回
(6,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

中国語旅行会話【中級】
講師:曹　櫻(本学非常勤講師)

9月(27日)
10月(4日,11日,25日)
11月(1日,8日,15日,22日,
　　　29日)
12月(6日,13日,20日)
1月(17日,24日,31日)
各回金曜日13:30～15:00

どなたでも
20名

全15回
(15,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

Advanced Writing in English
【英作文・中上級】
講師:Clive Lovelock(本学元教授)

11月(2日,16日)
12月(7日,21日)
1月(11日,25日)
2月(8日,22日)
各回土曜日9:20～10:50

どなたでも
20名

全8回
(8,000円)

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
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp

◎趣味・教養

往復ハガキ・Eメール
【講座名、郵便番号、

住所、氏名(フリガナ)、
年齢、性別、電話番

号】＜先着順＞

帝塚山学院大学
狭山キャンパス
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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

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

Advanced Oral English
Communication
【英会話・中上級】
講師:Clive Lovelock(本学元教授)

　11月(2日,16日)
　12月(7日,21日)
　1月(11日,25日)
　2月(8日,22日)
　各回土曜日11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
25名

全8回
（8,000円）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

陶淵明の詩―人生は喜びに満ちて
いる
講師:下定雅弘(本学元教授)

　10月(7日,28日)
　11月(11日,25日)
　12月(9日,16日)
　各回月曜日11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
35名

全6回
(6,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

河内名所図会・和泉名所図会のお
もしろさ
講師:森田恭二(本学名誉教授)

　10月(7日,21日,28日)
　11月(11日,18日,25日)
　各回月曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
泉ヶ丘キャンパス

どなたでも
100名

全6回
(6,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

『源氏物語』を楽しむ
講師:岩井宏子(本学元非常勤講師)

　10月(9日,23日)
　11月(6日,15日※)
　12月(4日,25日)
　※11月15日のみ金曜日
　　　13:30～15:00
　それ以外は水曜日
　　　13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
35名

全6回
(6,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

アンコール遺跡の謎を探る
講師:中尾芳治(本学元教授)

　10月(16日,23日,30日)
　11月(6日,13日,20日)
　各回水曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
100名

全6回
(6,000円)

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

教養は人生を豊かにする
・国際からグローバルへ、そして
グローカルへ～教育を軸に考える
～
講師:岩崎裕保(本学教授)
・レオナルド・ダ・ヴィンチ　名
画に残された謎～「最後の晩餐」
と「モナ・リザ」～
講師:大森淳史(本学教授)
・漢詩と日本人～まごころを託し
たことば～
講師:福島理子(本学准教授)
・言語と社会～地域・年齢・性
別・階層をとおしてみたことばの
世界～
講師:岡村徹(本学教授)
・押入れの中の文化財～明治・大
正・昭和の絵葉書～
講師:山田俊幸(本学教授)

　10月(23日,30日)
　11月(13日)
　12月(4日,11日)
　各回水曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
50名

全5回
(2,500円)

往復ハガキ・Eメール
【講座名、郵便番号、

住所、氏名(フリガナ)、
年齢、性別、電話番

号】＜先着順＞

◎趣味・教養

往復ハガキ・Eメール
【講座名、郵便番号、

住所、氏名(フリガナ)、
年齢、性別、電話番

号】＜先着順＞

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
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp
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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

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

ヨーロッパ音楽紀行[補遺]
講師:三浦信一郎(本学名誉教授)

　10月(3日,10日,31日)
　11月(7日,21日,28日)
　各回木曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
35名

全6回
（6,000円）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

和歌と連歌
講師:鶴崎裕雄(本学名誉教授)

　10月(4日,25日)
　11月(8日,22日)
　12月(6日,20日)
　各回金曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
30名

全6回
(6,000円）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

版画(エッチングとシルクスクリー
ン)制作
講師:持田総章(本学元非常勤講師)

　10月(11日,25日)
　11月(8日,22日)
　各回金曜日9:20～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも
15名

全8回
（8,000円）

帝塚山学院大学
コミュニティカレッジ講座

文章のみがき方講座
講師:伊藤景子(本学非常勤講師)

　10月(5日,26日)
　11月(2日,9日,16日,30日)
　各回土曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
泉ヶ丘キャンパス

どなたでも
15名

全6回
（6,000円）

ワンコインシリーズ
お手軽パソコン⑥
～写真加工編～

パソコンを使って、デジカメ等で
撮影した写真を簡単に、加工しま
す。

　10月24日(木)
　　18:00～20:00

市立公民館 パソコン経験者 500円

市立公民館へ
直接・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
10月14日(祝)申込締切

ワンコインシリーズ
お手軽パソコン⑦
～年賀状作成編～

パソコンのワードを使って、来年
の年賀状を作成します。

　11月28日(木)
　　18:00～20:00

市立公民館 パソコン経験者 500円

市立公民館へ
直接・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
11月14日(木)申込締切

ワンコインシリーズ
お手軽パソコン⑧
～エクセル編～

パソコンのエクセルを使って、料
理レシピを作成します。

　12月26日(木)
　　18:00～20:00

市立公民館 パソコン経験者 500円

市立公民館へ
直接・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
12月14日(土)申込締切

要約筆記ボランティア養成講
座

要約筆記ボランティアに必要な知
識と技術を学ぶ

　11月17日(日)から
　2月23日(日)まで
　9:30～12:30
　＜全11回＞
※詳細についてはお問い合
　わせください。

市立公民館
福祉センターさつき荘

どなたでも20人
＜先着順＞

参加費1,050円
(別途テキスト代

1,000円)

講座名･住所･氏名･年
齢･性別･電話番号･FAX
番号を明記のうえ、は

がき･FAXでお申し込み
ください(11月8日(金)

締切)

大阪狭山市ボランティ
アセンター
今熊1-85

TEL:367-6601
FAX:366-7409

老人福祉センターさやま荘
教養講座

秋の写生会　～狭山池周辺を一緒
に写生しませんか～

　10月30日(水)
　　9:30～15:00

福祉センターさやま荘
集合･出発

さやま荘利用者市内在
住60歳以上の方

30円
(保険代)

さやま荘窓口もしくは
電話にて

(10月29日(火)締切)

福祉センターさやま荘
TEL:366-2022

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
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp

◎趣味・教養

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp/

往復ハガキ・Eメール
【講座名、郵便番号、
住所、氏名（フリガ

ナ）、年齢、性別、電
話番号】＜先着順＞
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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

①コミュニケーション入門
講師:井上徹(人間社会学部教授)

　 9月28日(土)
　　13:30～15:00

無料

②非言語コミュニケーション
講師:井上徹(人間社会学部教授)

　10月 5日(土)
　　13:30～15:00

無料

③説得の心理学・悪徳商法
講師:井上徹(人間社会学部教授)

　10月12日(土)
　　13:30～15:00

無料

④メディアコミュニケーション
講師:井上徹(人間社会学部教授)

　10月19日(土)
　　13:30～15:00

無料

旅と漢詩世界①
－屈原と陶淵明－
講師:森博行(文学部教授)

　10月 5日(土)
　　14:00～15:30

どなたでも
150人

無料 不要

旅と漢詩世界②
－杜甫と邵雍－
講師:森博行(文学部教授)

　10月12日(土)
　　14:00～15:30

どなたでも
150人

無料 不要

大阪大谷大学博物館
平成25年度秋季特別展

「進化するスポーツ～あそびか
らオリンピックまで～」

東京の秩父宮記念スポーツ博物館
の協力と日本オリンピック委員会
の後援を得て、身近なあそびから
話題のオリンピックに広がる資料
を展示します。

　9月27日(金)から
　11月22日(金)まで
　　10:00～16:00

大阪大谷大学博物館
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

どなたでも 無料 不要

大阪大谷大学博物館
博物館講座

子どもの遊びとスポーツ
講師:村田トオル(奈良佐保短期大
学　准教授)

　10月5日(土)
　　14:00～15:30

大阪大谷大学博物館
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

どなたでも 無料 不要

名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

大阪大谷大学博物館
博物館講座

オリンピック”物”語り－資料が
語るドラマ－
講師:新名佐知子(秩父宮記念ス
ポーツ博物館　学芸員)

　11月4日(祝)
　　13:00～14:30

大阪大谷大学博物館
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

どなたでも 無料 不要
大阪大谷大学博物館
TEL:0721-24-1039
FAX:0721-24-9787

大阪大谷大学公開講座
 他界観

―東西文化が紡ぐ
「あの世」のイメージ

①古墳時代の他界観　講師:犬木努
(文学部教授)
②古代仏教美術にみる浄土のイ
メージ　講師:田中健一(文学部専
任講師)
③地獄絵の世界―聖衆来迎寺「六
道絵」と『往生要集』―　講師:梯
信暁(文学部教授)
④西洋のキリスト教美術にみる
「他界」　講師:今井澄子(文学部
准教授)
⑤全体質疑・討論

　10月26日(土)
　　13:00～17:00

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
150人

＜申込多数の場合
抽選＞

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

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-

1
電子メール:

shigakudai@osaka-
ohtani.ac.jp

10月11日(金)締切

大阪大谷大学
文学部

文化財学科
TEL:0721-24-1183

(月～金9:30～16:00)

大阪大谷大学博物館
TEL:0721-24-1039
FAX:0721-24-9787

大阪大谷大学
人間社会学部
人間社会学科

TEL:0721-24-1042
(月～金9:30～16:00)

富田林市立
金剛公民館

◎趣味・教養

大阪大谷大学公開講座
コミュニケーションの心理学

《単独受講可》

どなたでも
80人

＜申込多数の場合
抽選＞

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-

1
電子メール:

shigakudai@osaka-
ohtani.ac.jp

◎趣味・教養

大阪大谷大学
博物館

11‐301教室
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

大阪大谷大学公開講座
旅と文学

《全4回の連続講座》
《単独受講可》

大阪大谷大学
文学部

日本語日本文学科
TEL:0721-24-1044

(月～金9:30～16:00)

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)
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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

①歌とゲームで始めよう
　講師:三木徹(人間社会学部教授)

　12月7日(土)
　　13:00～14:00

無料

②英語でお芝居
　講師:三木徹(人間社会学部教授)

　12月14日(土)
　　13:00～14:00

無料

③フォニックス入門
　講師:三木徹(人間社会学部教授)

　12月21日(土)
　　13:00～14:00

大阪大谷大学
1-206教室
(LL教室)

無料

　10月16日(水)
　　10:30～12:30
　10月23日(水)
　　10:30～12:30
　11月20日(水)
　　10:30～12:30
　11月27日(水)
　　10:30～12:30
　12月25日(水)
　　10:30～12:30
　1月15日(水)
　　10:30～12:30
　1月22日(水)
　　10:30～12:30

平成25年度
特別展「近世狭山池の水利変

革－番水と水利技術－」

現在に引き継がれる分水慣行は、
狭山池が復活した慶長の改修
(1608年)を契機に公権力が定
め、それまでの水利システムを統
一したものです。特別展では、こ
の分水慣行の中から特に村々の石
高を基準に分水時間をとりきめた
番水の制度と、それを支えた水利
技術を紹介します。

　10月5日(土)から
　12月8日(日)まで

狭山池博物館
特別展示室

どなたでも

平成25年度
特別展　歴史講演会

①「近世狭山池の水利変革―番水
と水利技術」　講師:小山田宏一／
狭山池博物館学芸員
②「水とつきあう－メコン川とた
め池の利用から考える－」　講師:
秋道智彌／総合地球環境学研究所
名誉教授　※狭山池博物館館長と
の対談があります

　①10月27日(日)
　②11月3日(祝)
　　いずれも14:00～15:30
　　(受付は13:00～)

狭山池博物館
２階ホール

どなたでも
定員:いずれも126人

＜先着順＞

狭山池歴史ウォーク
～1400年の古の時を訪ねて～

博物館ボランティアのガイドを聞
きながら、狭山池一周2,850ｍを
歩きます。

　①10月13日(日)
　②11月10日(日)
　③12月8日(日)
　　いずれも10:00～12:00
　　(予定)
　　※小雨決行

狭山池博物館
受付・集合

どなたでも
20人

＜先着順＞
無料

狭山池博物館へ氏名・
住所・年齢・電話番号

を直接・はがき・
FAX・メール(①・②は
10月1日(火)から、③

は未定)

狭山池博物館
ボランティア事務局

〒589-0007池尻中2丁
目狭山池博物館
TEL:367-8891
FAX:367-8892
電子メール:

aruku@sayamaikehaku.
osakasayama.osaka.jp

きらっとぴあ（男女共
同参画推進センター）

市内の女性
各１０人

＜先着順＞

無料
(材料費各500

円)

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

TEL・FAX:247－7047
電子メール:os-

gender@water.ocn.ne.jp

◎趣味・教養

大阪大谷大学
文学部

英米語学科
TEL:0721-24-1045

(月～金9:30～16:00)

きらっとぴあへ
ＦＡＸ・電話・メール

月ごとに申込み

大阪大谷大学公開講座
小学生対象英語教室

はじめの一歩
《単独講座》

大阪大谷大学
3-105教室
(保育室)

(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約7分)

定員各20名
12/7は原則として小
学校1年生と2年生

12/14は原則として
小学校3年生と4年生
12/21は原則として
小学校5年生と6年生
英語学習経験の有無は
問いません。保育室で
の教室に参加される場
合、動きやすい服装で
お越しください。ま

た、保育室は土足厳禁
ですので、必ず上履き
をご持参ください。

大阪大谷大学
総務課志学台広報係へ
往復はがき・メール

〒584-8540
富田林市錦織北3-11-

1
電子メール:

shigakudai@osaka-
ohtani.ac.jp

①11月22日(金)締切
②11月29日(金)締切
③12月6日(金)  締切

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)をもち、交流をはかります。

無料
狭山池博物館
TEL:367-8891

不要
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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

平成25年ボランティア企画「型
染め木綿の技と美」(仮題)

型染め木綿の技法とその美を中心
に展示・紹介します。

　12月14日(土)から
　1月26日(日)まで

狭山池博物館
特別展示室

どなたでも

大阪府立狭山池博物館
平成25年度公開講座

①「狭山池を造った道具」　講師:
村上年生／狭山池博物館学芸員
②「未定」　講師:工楽善通／狭山
池博物館館長
③「くらしの道具のたのしみか
た」(仮題)　講師:平野淳／狭山池
博物館学芸員

　①12月14日(土)
　②1月18日(土)
　③2月15日(土)
　　いずれも13:30～15:30

狭山池博物館
２階ホール

どなたでも
定員:いずれも126人

＜先着順＞

歴史街道ガイドボランティア
養成講座

市内の歴史街道を歩く道案内と歴
史文化や見どころなどを紹介する
ガイドボランティアの養成講座を
開催します。
①歴史街道を活かした『まちづく
り』
講師:尾谷雅彦／河内長野市立図書
館地域文化遺産啓発専門員
②ガイド中の状況判断－こんな時
どうする？－
講師:高三壽次郎／堺観光ボラン
ティア協会理事長
③「十里道標を訪ね、大野惣図絵
の現地を歩く」(現地実習)

　①10月12日(土)
　　10:00～11:45
　②10月26日(土)
　　10:00～11:45
　③11月2日(土)
　　14:00～16:30

①・②市立公民館
(集会室１)

③市史編さん所

対象:市内在住・在
勤・在学の人

定員:40人
＜先着順＞

100円
(全3回分)

(教材・保険料を
含む)

歴史文化グループと市
史編さん所に設置する
受講申込書に氏名・住
所・電話番号を書い

て、歴史文化グループ
または市史編さん所へ
直接。郵送・FAXも

可。
(10月1日(火)から)

市史編さん所
〒589-0021 今熊1-94-

1
ＴＥＬ・FAX:367-1070

狭山池シンポジウム2013
狭山池の兄弟堤　碧骨堤の謎

を探る

《パネリスト報告》
①「碧骨堤発掘調査報告」(仮題)
講師：崔　完奎／財団法人全北文
化財研究院理事長
②「考古学からみた馬韓・百済と
倭の交流」(仮題)　講師：吉井秀
夫／京都大学大学院教授
《パネルディスカッション》
③「狭山池の兄弟堤　碧骨堤の謎
を探る」コーディネーター：工楽
善通／狭山池博物館館長

　11月30日(土)
　　13:00～16:30
　　(開場は12:30)

SAYAKAホール
小ホール

どなたでも
定員:250人
＜先着順＞

無料

歴史文化グループに設
置する申し込み用紙に
郵便番号・住所・氏名
(ふりがな)を記入のう
え、直接。往復はが

き、ファクシミリ、電
子メールも可。申し込
み１件につき４人ま

で。
11月１日(金)～22日

(金)必着

歴史文化グループ
〒589-8501

狭山一丁目2384-1
TEL:366-0011
FAX:367-6011
電子メール:

sayamaike@city.osakas
ayama.osaka.jp

古代史の会
　10月度例会

(第198回)

百舌鳥・古市古墳群の大王墓(1)
允恭天皇陵とその時代
講師:上田陸

　10月27日(日)
　　14:00～16:00
　　(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199回)

古代の道路とは
講師:安村俊史

　11月24日(日)
　　14:00～16:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
多目的室

古代史の会
12月度例会
(第200回)

出土埴輪から見た古市・百舌鳥古
墳群の大王墓
講師:上田陸

　12月28日(土)
　　14:00～16:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
多目的室

古代史の会
1月度例会
(第201回)

飛鳥時代の古道
講師:安村俊史

　1月26日(日)
　　14:00～17:00
　　(受付は13:30～)

市立公民館
集会室1

◎趣味・教養

どなたでも
古代史の会
主宰 木下へ

電話

古代史の会
主宰 木下茂男
TEL:367-1294

各1,000円
(新しく参加され
る方は、年会費
1,000円別途)

不要
狭山池博物館
TEL:367-8891

無料
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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

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さん
の作品展示や市民持込み企画によ
るコーナーがあります。

　12月7日(土)
　12月8日(日)
　　各回10:00～16:00

市立公民館
図書館

どなたでも

人権週間事業
人権を考える市民のつどい

人権に関する講演会などを開催し
ます。

　12月8日(日)
　　14:00～16:15

市立公民館
どなたでも

150人

スイッチオン
（全６回連続講座）

①「まずは自分を知ることから始
めよう！」
②「社会とつながっている自分を
知ろう！」
③ 「地域でアクションを起こして
いる人を囲んで」1
④「地域でアクションを起こして
いる人を囲んで」2
⑤「わたしのやってみたいことを
明確にしよう！」～大きさなんて
関係ない～
⑥わたしの「スイッチオン」～自
分らしく生きるために～

　①10月4日(金)
　②10月18日(金)
　　各回10:00～12:00

　③11月1日(金)
　④11月15日(金)
　⑤11月29日(金)
　⑥12月13日(金)
　　各回10:30～12:30

市役所南館　講堂

市内の女性
20人

＜先着順＞
※連続受講が原則です
が、１回のみの受講も

可。

無料

男と女のともまな大学2013「死
の周辺最終章」～地域でワク

ワク生きるということ?～
（全５回連続講座）

③「生き方は、ミツバチが教えて
くれる」本来の力を信じて生きる
④「子どもから学ぶこれからの生
き方」シュタイナー的生き方とは
⑤「安心して暮らせるネットワー
クづくり」地域で幸せに生きるた
めのヒント

　③10月18日(金)
　④11月22日(金)
　⑤12月20日(金)
　　各回14:00～16:00

市役所南館講堂

どなたでも
７０人

※連続受講が原則です
が、１回のみの受講も

可。

無料

心のセルフケア講座

NPO法人レジリエンスのプログラ
ムを使った講座です
①育った環境・子どもへの暴力の
　影響
②トラウマに対するツール

　①10月1日(火)
　②11月5日(火)
　　各回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 無料

名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

こども池尻だんじり祭
地域文化の継承と地域住民の親
睦・ふれあい

　10月13日(日)
　　9:00～20:00

池尻地域全般 どなたでも 無料 必要なし
池尻地車会

TEL:367-0599

南第二地区ふれあい広場
模擬店や遊びのコーナーなど、世
代間交流を目的とした地域住民主
催のふれあい事業

　11月2日(土)
　　10:00～14:00

南第二小学校
模擬店の販売等

主に50円～
200円

狭山地区ふれあい広場
模擬店や遊びのコーナーなど、世
代間交流を目的とした地域住民主
催のふれあい事業

　11月10日(日)
　　10:00～14:00

東小学校
模擬店の販売等

主に50円～
200円

南第一地区ふれあい広場

狭山高校の学生他の協力で、世代
間交流を目的とし、地域住民と南
第一小学校の合同開催によるふれ
あい事業

　11月16日(土)
　　12:30～14:40

南第一小学校
豚汁･コーヒー･
お茶の販売各

100円

南第三地区ふれあい広場
模擬店や遊びのコーナーなど、世
代間交流を目的とした地域住民主
催のふれあい事業

　11月17日(日)
　　10:00～14:00

南第三小学校
模擬店の販売等

主に50円～
200円

無料 不要

◎人権

申し込み不要

きらっとぴあ(男女共同
参画推進センター)

TEL・FAX:247－7047
電子メール:os-

gender@water.ocn.ne.jp

人権広報グループ

TEL:366-0011

きらっとぴあへ
ＦＡＸ・電話・メール

どなたでも
南第二地区福祉委員

会事務局（社協）
TEL:367-1761

◎交流
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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
南天のワハハ落語会

隔月恒例の若手落語家による公
演。シリーズ4回目は襲名後も
益々磨きがかかった桂南天さんの
登場です。

　10月12日(土)
　　14:00～15:30

さやかミニ落語会
喬若のさわやか落語会

隔月恒例の若手落語家による公
演。シリーズ5回目はミニ落語会
初登場の笑福亭喬若さんの登場で
す。

　12月14日(土)
　　14:00～15:30

SAYAKA JAZZ LOUNGE
VOL.4

-MOVIE THEMES2-
第3回「月光夜曲」

　10月16日(水)
　　18:00～20:00

SAYAKA JAZZ LOUNGE
VOL.4

-MOVIE THEMES2-
第4回「ホワイトクリスマス」

　12月18日(水)
　　18:00～20:00

　10月21日(月)
　　14:00～15:30

　11月11日(月)
　　14:00～15:30

　12月9日(月)
　　14:00～15:30

　1月13日(祝)
　　14:00～15:30

さやか名画座

｢草原の椅子｣

中年男性2人と、骨董店のオー
ナーの女性、母親に虐待されてい
た4歳の少年の4人が、“世界最
後の桃源郷”と呼ばれるパキスタ
ン北西の地、フンザを目指す旅に
出る。見るものの心を洗うような
美しい風景が見もの。

　①11月15日(金)
　　10:30〜12:49
　②11月15日(金)
　　13:30〜15:49

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

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

◎イベントその他

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590

古谷充氏のトークと今注目の女性
デュオGee Babyを迎え、映画音
楽をテーマに大人の雰囲気漂う
JAZZ LOUNGEをOPENしま
す。

SAYAKAホール
コンベンションホール

どなたでも
200人

＜先着順＞

一般1,000円
SAYAKAホール

チケットカウンター
TEL:365-9590

一般2,000円
1ドリンク付

SAYAKAホール
TEL:365-8700
〒589-0005

狭山一丁目875-1

SAYAKAレコードサロン

あなたの思い出いっぱいのレコー
ドを持ちよって温かいお茶と友に
聴きましょう。ワンコイン握って
気軽においで下さい。

SAYAKAホール
小ホールロビー

どなたでも
各100人

＜先着順＞
500円 当日直接

SAYAKAホール
大会議室

どなたでも
100人

＜先着順＞
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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

さやか名画座

｢カルテット!｣

現役を引退し、老人ホームで暮ら
す音楽家たちがホームの存続をか
けたコンサートに挑む姿を、笑い
や涙を交えて描くヒューマンドラ
マ。マギー・スミス、トム・コー
トネイら名優たちが元オペラ歌手
役に扮し、歌声を披露する。アカ
デミー賞主演男優賞に2度輝く名
優ダスティン・ホフマンが75歳
にして初めて監督に挑戦した。

　①1月10日(金)
　　10:30〜12:09
　②1月10日(金)
　　13:30〜15:09

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

SAYAKAクラシックス　　ニュー
イヤーコンサート　森麻季ソプ

ラノ･リサイタル

日本最高とも称される美声と圧倒
的な技術、そして柔軟な感性。す
べてを兼ね備えた麗しの歌姫・森
麻季のソプラノリサイタル。近年
ではドラマ主題歌や東日本復興支
援ソングを手がけるなど、今を生
きる人々に寄り添いつづける表現
者でもあります！！

  1月25日(土)
　　14:30～16:30

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1,208人

＜先着順＞

一般3,000円

劇団四季ファミリーミュージカ
ル

「桃次郎の冒険」

桃太郎の弟が鬼退治に行ったら、
鬼と友だちになってしまった！？
「大切なことは何か」が見えてく
るハラハラドキドキのストー
リー。桃次郎と一緒におとぎ話の
世界を旅しよう！

  1月11日(土)
　　15:00～17:00

SAYAKAホール
大ホール

どなたでも
1,208人

＜先着順＞

S席5,000円
A席3,000円

S席（小学生以
下）3,000円

A席（小学生以
下）2,000円

街角オアシスIN大阪狭山
地域の絆づくり

①「あったかトークとストレッチ
体操」～健康寿命を高めましょう
～
講師:九鬼智子
②「教育再生を願って」
講師:鈴木充佐子
(あったかファミリー運動代表ＮＰ
Ｏ法人演劇研究会　理事長)

①10月5日(土)
　13:30～15:30
②12月7日(土)
　13:30～16:00

①コミュニティセン
ター

多目的室2
②コミュニティセン

ター
音楽室

どなたでも
50人

＜先着順＞

一般1,000円
小学生～高校生

500円
必要なし

宮本(大野西696）
TEL:365-0241
FAX:365-0241

携帯:
090-2017-1211

エコドライブシミュレーター体験
コーナー

自動車を運転される方

エコバック作成コーナー

地球温暖化に関するアンケート

パネル展示

大阪狭山市総合防災訓練
総合防災訓練を実施。体験（水消
火器体験など）・展示コーナーは
一般の方も参加できます。

　10月27日(日)
　　9:00～12:00

さやか公園 どなたでも 無料 不要

「防災とボランティアの日」
「防災とボランティア週間」

啓発展示

防災啓発展示コーナーを設置
防災啓発冊子や、チラシの配布

　1月15日(水)から
　1月21日(火)まで
  　9:00～17:30
　1月17日(金)は
　防災とボランティアの日

市役所１階ロビー 市民 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

◎イベントその他

(産業まつり同時開催)
エコフェスタおおさかさやま

　11月16日(土)
　　9:30～15:00

総合体育館 無料

どなたでも

企画グループ
TEL:366-0011

不要

SAYAKAホール
TEL:365-8700
〒589-0005

狭山一丁目875-1

SAYAKAホール
チケットカウンター
TEL:365-9590
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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

大阪大谷大学
大学祭「志学祭」

今年度の志学祭は「結　musubi
～笑う２日に福来たる～」をテー
マに行います。

　11月9日(土)
　11月10日(日)
　　※雨天決行

大阪大谷大学博物館
(近鉄長野線
滝谷不動駅
徒歩約７分)

どなたでも 無料 不要
大阪大谷大学

TEL:0721-24-0381
(月～金9:30～16:00)

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
やおどりなどを発表します。
読書eプラン表彰式同時開催。

　11月23日(祝)
　　10:00開演

ＳＡＹＡＫＡホール
大ホール

どなたでも 入場無料 申込不要
教育総務グループ

TEL:366-0011

健康まつり
（はばたきフェスタと合同開催）

健康チェックコーナー、お口の健
康チェックコーナー、ノロ対策と
消毒薬のコーナー、手洗いチェッ
クコーナー、たのしい食育ひろ
ば！、肺・大腸・乳がん検診、献
血、禁煙推進ポスターコンクール
入賞作品展示・参加賞配布など

　10月20日(日)
　　10:00～15:30

保健センター どなたでも
無料

(がん検診は一部
負担金必要)

不要
(肺がん検診、乳がん検

診等は要予約)

健康推進グループ
(保健センター内)
TEL:367－1300

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

手芸教室
毛糸１玉で作る
ふんわりマフラー（棒針６号）

　10月22日(火)
　　14:00～16:00
　　(受付13:30～)

市立公民館
一般

２０人
＜先着順＞

500円
(材料費、保険代

含む)

10月12日(土)までに
電話・FAX

婦人会橋本まで

大阪狭山市婦人会
橋本

TEL:366-3073

 ハロウィン工作
　10月12日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

ネイチャーゲーム
　10月26日(土）
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

どんぐり工作
　11月9日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

どんぐり工作
　11月23日(祝)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

クリスマス飾り作り
　12月14日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

ミニ凧作り
　1月11日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

節分用お面作り
　1月25日(土)
　　10:00～12:00
　　13:00～15:00

市民ふれあいの里
花と緑の広場
イベント広場

50人
＜先着順＞

無料
(入場料要)

不要
市民ふれあいの里

TEL:366-1616
わくわく広場

◎イベントその他
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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

パパが笑えば家族が笑う♪
～イクメンパパを楽しもう～

①イクメンパパを楽しもう♪＆読
み聞かせ　講師:木下栄一さん（特
定非営利活動法人ファザーリング
ジャパン関西）
②パパのスキルアップ!!～子ども
のベストショット撮影のコツ～
講師:水野剛志さん
③パパが作る手づくりおもちゃ
講師:ぽっぽえんスタッフ
④イクメンからイキメンへ☆～パ
パだってつながろう～　講師:桜井
一宇さん（特定非営利活動法人
ファザーリングジャパン関西）
⑤パパだけの作戦会議　ファシリ
テーター:公民館スタッフ・ぽっぽ
えんスタッフ
⑥家族で参加♪パパ企画お楽しみ
会　サポート:公民館スタッフ・
ぽっぽえんスタッフ

　①10月27日(日)
　　10:00～12:00
　②11月24日(日)
　　10:00～12:00
　③12月22日(日)
　　10:00～12:00
　④1月26日(日)
　　10:00～12:00
　⑤2月16日(日)
　　10:00～12:00
　⑥3月2日(日)
　　10:00～15:00

市立公民館

就学前の子どもがいる
父親もしくは子育てに

関心がある男性
20人

1,000円
(6回分)

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
10月9日(水)締切

すてき女子（じぶん）講座
ＰＡＲＴ2

①人柄力ＵＰ！～暮らしの中で活
かせるマナーと言葉づかいを再確
認しよう～　講師:今村由美子さん
(ＫＩＺＵＮＡ倶楽部)
②ヘアアレンジに挑戦！～「でき
る」を増やして魅力UP☆～　講
師：松尾まどかさん(特定非営利活
動法人harmony)
③カラダの中から美しくなる料理
～10年後の自分が楽しみになる
ように～　講師:さやま地域活動栄
養士会
④変化する女性のカラダとココロ
講師:北田衣代さん(きただ女性ク
リニック)
⑤姿斉を通してカラダとココロを
整えよう　講師;芦田小百合さん
⑥きらっとひかる女性に学ぼう☆
～リビングライブラリ-～　ファ
シリテーター:公民館スタッフ

　①11月6日(水)
　　19:00～21:00
　②11月13日(水)
　　19:00～21:00
　③11月20日(水)
　　18:30～21:00
　④11月29日(金)
　　19:00～21:00
　⑤12月4日(水)
　　19:00～21:00
　⑥12月11日(水)
　　19:00～21:00

市立公民館
18歳以上の女性

20人
2,200円
(6回分)

食材費も含む

市立公民館へ
直接・ＦＡＸ・郵送・

ホームページ
10月9日(水)締切

“集まりごと"･"決めごと"が楽し
くなる場のつくり方
講師:宝楽陸寛さん
(特定非営利活動法人SEIN)

　10月4日(金)
　　19:00～21:00

市立公民館
18歳以上の人

20人 500円

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
10月3日(木)
＜先着順＞

情報発信ツール①
伝わるチラシづくりのコツを学ぼ
う
講師：永田千砂さん
(ちまちま工房)

　11月1日(金)
　　19:00～21:00

市立公民館
18歳以上の人

20人 500円

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
1０月15日(火)締切

おとなの寺子屋ｉｎ公民館

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp/

◎イベントその他
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情報発信ツール②
ソーシャルメディアを活用しよう
講師:宝楽陸寛さん
(特定非営利活動法人SEIN)

　12月6日(金)
　　19:00～21:00

市立公民館
18歳以上の人

20人 500円

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
11月19日(火)締切

やってみたいことの実現に向けて
ライフワークバランスを考えよう
講師:松井一恵さん
(特定社会保険労務士・CFP)

　2月7日(金)
　　19:00～21:00

市立公民館
18歳以上の人

20人
500円

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
1月21日(火)締切

『もっとこうなったらいいの
に！』の実現に向けて企画しよ
う！

　3月7日(金)
　　19:00～21:00

市立公民館
18歳以上の人

20人
500円

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
2月18日(火)締切

てづくりおもちゃでトイワール
ド！

～つくって遊んでおもちゃ屋さん
～
びっくりおもちゃにふしぎおも
ちゃ 動くおもちゃはヒミツがいっ
ぱい！つくってあそぼ！
おもちゃ作り名人になったら、新
春こどもまつりでおもちゃ屋さん
をひらくよ！
ワクワクたのしいお店、みんなで
作ろう！
講師:メンズボランティア狭山

　①11月23日(祝)
　　13:00～16:00
　②12月23日(祝)
　　13:00～16:00
　③1月11日(土)
　　13:00～16:00
　　新春こどもまつり準備
　④1月12日(日)
　　13:00～16:00
　　新春こどもまつり出店

市立公民館
市内居住の小学生

20人
300円
(4回分)

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
10月9日(水)締切

にっぽんの伝統を学ぼう
シリーズ②

大阪食文化(粉もん)・
伝統(鰹だし)

にっぽんの食文化"ＵＭＡＭＩ”
～うま味を体験～大阪の食文化
「たこ焼き」を商品開発して新春
こどもまつりに出店しよう！
①にっぽんの食文化を学ぶ　和食
の伝統　だしの飲み比べ
②大阪の食文化を学ぶ　粉もん代
表「たこ焼き」について学ぶ　新
春こどもまつり出店企画・運営会
議
③こだわり商品試作
④こだわり商品仕上げ
⑤新春こどもまつり出店準備
⑥新春こどもまつり出店
⑦振り返り
講師:江戸田幸治さん
(全国鰹節類青年連絡協議会)
谷内口一藏さん
(株式会社和泉食品)
柳生長次郎さん
茶原秀一さん

　①11月2日(土)
　　13:30～16:30
　②11月16日(土)
　　13:30～16:30
　③12月7日(土)
　　13:30～16:30
　④12月14日(土)
　　13:30～16:30
　⑤1月11日(土)
　　13:30～16:30
　⑥1月12日(日)
　　8:30～16:30
　⑦1月18日(土)
　　13:30～16:30

市立公民館

市内居住・通学する
中学生・高校生

15人
1,000円
(7回分)

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
10月9日(水)締切

おとなの寺子屋ｉｎ公民館

◎イベントその他

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
FAX:366-0081

http://www.osakasaya
ma-kouminkan.jp/
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新春こどもまつり２０１４

テーマ：みんなでつくる
参加団体、グループ、当日来館さ
れたみんなでつくる、模擬店・遊
びのコーナー・ステージのある子
どものおまつりの一日です。

　1月12日(日)
　　10:00～15:30

市立公民館 どなたでも

参加費は無料

模擬店
遊びのコーナー
など一部有料

不要

市立公民館
〒589-0021
今熊1-106

TEL:366-0070
http://www.osakasaya

ma-kouminkan.jp/

共に生きる地域の
”絆”プロジェクト

～みんなで刻むこころのリズ
ム！街っ子育ち～

打楽器を使ってリズム遊びで自己
表現。みんなの知っている歌を聴
いたり歌ったりもします。最後
は、音楽に合わせて打楽器アンサ
ンブルに挑戦☆みんなで一緒に、
リズムを楽しみましょう!!

　12月7日(土)
　　10:00～11:30

市立公民館

5歳～小学生と
その保護者

25組
１人20円
（保険代）

共に生きる地域の"絆”
プロジェクト委員会

（大阪狭山市立公民館
内）へ直接・FAX・郵

送
11月27日(水)締切

共に生きる地域の
"絆”プロジェクト委員会

（市立公民館内）
〒589-0021
今熊1-106

TEL　366-0070
FAX　366-0081

はばたきフェスタ

文化福祉ゾーンの合同イベント
発表・展示・模擬に分かれ、日ご
ろ活動している事の1年間の集大
成を市民の皆様に発表する場

　10月19日(土)
　　10:00～16:00

　10月20日(日)
　　10:00～16:00

市立公民館
図書館

保健センター
さつき荘
さやま荘

市史編さん所

どなたでも 無料 不要

公民館　TEL:366-0070
図書館　TEL:366-0071

保健センター
TEL:367-1300
福祉センター
TEL:366-2022
市史編さん所
TEL:367-1070

第３回「来て見て体験
ｉｎ　村野浄水場」

浄水場の見学や水づくり体験、
様々な催しやブースの出展など。

　11月3日(日)
　　10:00～16:00
　　(雨天決行)

大阪広域水道企業団
村野浄水場

(枚方市村野高見台)
どなたでも 無料 不要

村野浄水場
TEL:072-840-5266
http://www.wsa-

osaka.jp/gaiyou/muran
o/event.html

利き水会（ｳｫｰﾀｰﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ）
水道水とミネラルウォーターの飲
み比べ。参加者には粗品進呈

　11月16日(土)
　　9:30～15:00

総合体育館・野球場
(市産業まつり会場)

どなたでも 無料 不要
大阪狭山市水道局

総務グループ

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16日(土)
　　9:30～15:00

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

大阪狭山市産業まつり

地元農産物の販売、植木市、地場
産品・工業製品の展示・販売、リ
サイクル品の販売、防犯・防火等
の啓発、フリーマーケット、模擬
店、舞台イベント、抽選会など

　11月16日(土)
　　9:30～15:00

総合体育館・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

大阪狭山市商工会内
TEL:365-3194

第2回みなみかわち歴史ウォー
ク

「日本最古の官道・竹内街道を
歩く～1400年の歴史に想いを

馳せて～」

南河内9市町村の歴史を訪ねる
ウォーキング（全3回）です。
近鉄古市駅広場～であいのみち～
竹内街道～月読橋～通法寺跡～泥
掛地蔵～推古天皇陵～二子塚古墳
～正泉寺～六枚橋～妙見寺～聖和
台第1公園～近鉄上ノ太子駅（約
15km）

　11月24日(日)
　　9:30～10:00
　　(受付・スタート)

近鉄古市駅広場
(受付・スタート)

(羽曳野市古市／近
鉄南大阪線「古市」駅

下車)

どなたでも 無料 不要

華やいで大阪・南河内
観光キャンペーン協議

会
農政商工グループ内

TEL:366-0011

◎イベントその他
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桜まつり～冬～
狭山池北堤にイルミネーションで
桜を演出します。

　12月中旬から
　　日没～22:00

狭山池北堤 どなたでも 無料 不要
桜まつり実行委員会
大阪狭山市商工会内

TEL:365-3194

第1回愉快・爽快・空海ウォーク
「大寒、体感、冬の西高野街道

堺～河内長野を歩く」

高野山参詣や物資輸送の道として
賑わった西高野街道の歴史を感じ
るウォーキング（全2回）です。
堺市役所市民広場～十三里石～仁
徳天皇陵古墳～筒井順慶ゆかりの
楠～白鷺公園～十二里石～興源寺
～十一里石～岩室山観音院～十里
石～松林寺～晴明塚～九里石～西
條酒造～南海河内長野駅（約
17.5km）

　1月18日(土)
　　9:30～10:00
　　(受付・スタート)

堺市役所市民広場
（受付・スタート）

（堺市堺区南瓦町／
南海高野線「堺東」駅

下車）

どなたでも 無料 不要

西高野街道観光キャン
ペーン協議会

堺市観光推進課内
TEL:228-7493

フレッシュコンサート
「ムビラ」

ムビラ(Mbira)はアフリカ・ジン
バブエに住むショナ族古来の民族
楽器です。神秘的な音色の演奏を
お楽しみください。

　10月20日(日)
　　14:00～15:00

狭山池博物館
２階ホール

どなたでも 不要

わくわくイベント「木の実や小枝
でマスコットを作ろう」

どんぐりや松ぼっくりなど自然の
素材で、人形などを作ります。

　11月16日(土)
　　14:00～15:30

狭山池博物館
2階ホール

対象:小学生以下(3学
年以下は保護者同伴）

各30人＜申込順＞

狭山池博物館へ電話
11月2日(土)から

フレッシュコンサート
「篠笛の響き」

日本の歌、なじみのある珠玉の名
曲「童謡/叙情歌」を中心に癒し
と安らぎのひとときをお届けしま
す。
演奏:井上真実

　11月24日(日)
　　13:30～

狭山池博物館
2階ホール

どなたでも
定員96人
＜先着順＞

不要

フレッシュコンサート
「WINTER FESTA 2013」(仮題)

「サヤパル」による
クリスマスコンサート

　12月22日(日)
　　13:00～

狭山池博物館
2階ホール

どなたでも
定員96人
＜先着順＞

不要

第７回書き初め展

大人や子どもたちに狭山池や博物
館に関心をもっていただくため
に、書き初めを募集し、「書き初
め展」を行います。表彰あり。

　募集期間:
　1月4日(土)から
　1月13日(祝)まで
　展示期間:
　1月21日(火)から
　2月23日(日)まで

狭山池博物館

作品募集:中学生以
下、高校・一般

(学年別等課題あり)
展示会:どなたでも

学校などの団体応募
は、各学年20枚までと

します。

狭山池博物館
TEL:367-8891

無料

◎イベントその他
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防災講演会 防災講演会
　1月19日(日)
　　10:00～12:00

コミュニティセンター
4階　大会議室

(予定)

市内在住・在勤の
中学生以上の方

100人

危機管理グループ

申し込み不要

安全安心スクール　地域型
「基礎・入門編」

いざという時のための知識や技術
を習得していただくことを目的
に、防災・防犯・救急を統合した
講習を約２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。
おおむね10人以上の

市民団体など

危機管理グループ、
市民協働・生涯学習推
進グループへ電話・直

接

普通救命講習
安全安心スクール 地域型

「応用編」

市民が救命手当をマスター出来る
よう講習会を、約3時間実施しま
す。

　随時(年間を通して)

消防署もしくは消防署
ニュータウン出張所
（実施場所はその都

度調整します。）

おおむね10人以上の
市民団体など

消防本部救急グループ
危機管理グループへ

電話・直接

安全安心スクール特別編
上級救命ステップアップ編

(普通救命講習修了者に限る)

「応急手当の重要性」
－救命に必要な応急手当－

「心肺蘇生法(ＡＥＤを含む)」
－その他の応急手当－

　11月9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
定員を超えると抽選

消防本部救急グループ
危機管理グループへ
郵便・FAX・メール
10月31日(木)締切

問い合わせ

市民協働・生涯学習
推進グループ
TEL:366-0011
FAX:366-0051

◎研修会・安心安全スクール

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:

shoubou-keibi@city.
osakasayama.osaka.jp

危機管理グループ
TEL:366-0011
FAX:367-1254
電子メール:

kikikanri@city.osaka
sayama.osaka.jp

市民協働・生涯学習
推進グループ
TEL:366-0011
FAX:367-1254
電子メール:

gakushuu@city.osaka
sayama.osaka.jp

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78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。
パンフレット(次の施設の窓口にあります。)　市役所市民協働・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、市立公民館、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。

申し込み

◎生涯学習出前講座

無料

 【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25年度（2013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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