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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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◎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

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 　4月～3月(1日1回実施) 市立総合体育館

16歳以上の人
(市外可)
毎回5人

700円

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
(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

　4月～6月 市立総合体育館 市民　先着20人 500円

おやこのふれあいサークル
「わ」

レクリエーション・親子体操・ト
ランポリン・ゲーム・ミニ運動
会・遠足など

5月8日(木)から6月19日(木)
までの毎週木曜日10:00～
11:30まで(9:50から受付)

市立総合体育館

平成20年4月2日から
平成23年4月1日

生まれ
平成23年4月2日から

平成24年4月1日
生まれ

　各15組

1組3,000円(保
険・教材費等)対
象の子どもが、
一人増すごとに
1,500円加算
となります。

申込期間4月10日(木)
から5月1日(木)まで

＜先着順＞
申込場所

総合体育館

社会教育・スポーツ
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

　①5月20日(火)
　②5月27日(火)
　③6月3日(火)
各回13:45～15:30

平成25年9月5日～平
成25年11月4日生ま
れの第1子と保護者

20組

　①7月15日(火)
　②7月22日(火)
　③7月29日(火)
各回13:45～15:30

平成25年11月5日～
平成26年1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

　①4月25日(金)
　　13:00～15:30
　②5月24日(土)
　　9:30～11:30
　③6月27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。

　①4月9日(水)
　②5月7日(水)
　③6月11日(水)
　④7月9日(水)
いずれも9:30～11:00頃

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
家による健康相談です。

　毎週火曜日10:00～15:30
(祝日や一部休みがあります)

市民(予約)

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
(祝日や一部休みがあります)

市民 不要

大人の歯のお手入れ教室
(旧デンタル教室)

A・B各コースとも
1日目:歯科健診、歯科医師のお
話、ブラッシング実習、
2日目:歯科衛生士のお話、ブラッ
シング実習、個別相談(要予約)
(2日で1コースです)

　Aコース
　①5月15日(木)
　②5月30日(金)
　Bコース
　①6月26日(木)
　②7月11日(金)
※いずれも13:00～15:00頃

市民(予約)
各コース15名

＜先着順＞

健康推進グループへ直
接・電話

市立総合体育館
TEL:365-5250

申込・電話可(総合体育
館)

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。

赤ちゃん広場
《全3回の連続講座》

健康推進グループ
(保健センター内)

TEL:072－367－1300
無料

子育て支援センター
（ぽっぽえん）

保健センター

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

にこにこ歯みがき教室
歯科衛生士・.栄養士の話、
ブラッシング実習、人形劇、
個別相談

　①5月21日(水)
　②7月16日(水)
各回13:30～15:30

保健センター
1歳6か月健診を受診

した幼児と保護者
(予約)

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:072-367-1300

環境フォーラム
(バスツアー)

廃食油でアロマキャンドル作りと
見学

　4月21日(月)
　　7:45金剛駅前集合
　　17:30解散予定

あいとうエコプラザ
「菜の花館」・「道の駅
あいとうマーガレット

ステーション」

一般20人
＜先着順＞

１人3500円
(保険料、昼食代

含む)

住所、名前、電話番号を
記入し、往復はがき又は
電話、FAXで大阪狭山
市今熊7丁目189-1 C-
801大阪狭山市婦人会

橋本まで
TEL・FAX:
366-3073

4月10日(木)必着

大阪狭山市婦人会
橋本

TEL･FAX:366-3073
携帯:090-5248-4457

基本のき　料理をはじめよう
料理の基本・旬の食材や栄養のこ
とを教わりながら、調理を楽しみ
ましょう。

　①5月18日(日)
　②6月22日(日)
　③7月13日(日)
　④9月28日(日)
①～③は10:00～13:00
④は9:30～14:00

18歳以上の男性
16人

※多数の場合、市内在
住・在勤・在学優先の

上、抽選

4,500円
(全4回)

(食材費・資料代
含む)

成人大学講座
芸術に親しむ

「芸術」は心を豊かにし、生活を
楽しく彩る力があり、
この講座では古今東西の芸術の魅
力を十分にお伝えします。
これを機会に、芸術に親しんでみ
てはいかがですか？

　①5月28日(水)
　②6月4日(水)
　③6月25日(水)
　④7月2日(水)
　⑤7月9日(水)
いずれも14:00～16:00

市内居住・通勤・通学
する18歳以上の人

50人

1,000円
(全5回)

大阪大谷大学公開講座

くすりと健康1

「ジェネリック医薬品」
(1)みんなで薬を育て、正しく有
効に使用するために！
(2)Q＆A
講師:徳山　尚吾
(神戸学院大学薬学部教授)
司会進行:小山　豊
(大阪大谷大学薬学部　教授)

　5月31日(土)

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

あべのハルカスキャ
ンパスフロア

23階

どなたでも、90名

大阪大谷大学
薬学部
薬学科

TEL:0721-24-9580
(月～金9:30～16:00)

大阪大谷大学公開講座

メタボ予防のための健康・運
動・栄養教室

「講義」
講師:
大喜多祥子
(大阪大谷大学人間社会学部 教授)
吉川眞由美
(大阪大谷大学人間社会学部 教授)
児玉公正
(大阪大谷大学人間社会学部 教授)
「トレーニング」
講師:児玉公正
(大阪大谷大学人間社会学部 教授)

「講義」
　6月7日(土)
　13:00～16:00
　12月8日(月)
　15:00～16:30

「トレーニング」週1回
前期)
6月9日(月)～9月8日(月)
　13:30～14:30
後期）
9月22日(月)～11月24日(休)
　11:00～12:00

大阪大谷大学

11-302教室(6月7日)
13-201教室(12月8日)
ウェルネスセンター

定員10名。大学での
トレーニングが、週1
日(月曜・1時間)、

6ヶ月間にわたり継続
が可能な方に限りま
す。これ以外に週3
日、自宅における

ウォーキング(1時間以
内)が実施可能な方を
受講対象とします。ま
た、医師から運動は禁
止されている方はご遠
慮ください。(講義6月
7日・12月8日の受講

を含みます。)
(学生も指導を担当)

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)

市立公民館

市立公民館
〒589-0021

大阪狭山市今熊1-106
TEL:366-0070
FAX:366-0081

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
(4月1日(火)～
4月15日(火))

定員を超えると抽選

往復はがきorメール
(5月受付開始予定、申

込多数の場合抽選)

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
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
TEL:0721-24-0452
(月～金9:00～17:30)

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

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全5回の連続講座)

ポイントが分かる！
病気別・栄養食事療法
講師:中野忠雄/本学教授・房晴美/
堺温心会病院栄養管理部長

　5月16日,30日
　6月13日,27日
　7月11日
いずれも金曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
泉ヶ丘キャンパス どなたでも、30名 5回(2,500円)

往復ハガキ・Eメール
随時

＜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

お問い合わせ
TEL:365-6171
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp
*まずは資料請求をし
てください。送付の資
料をご確認のうえ、お

申し込みください。

◎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

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)

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
ことが出来ます。また、おもちゃ
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

登録後申込用紙で
郵送・FAX・直接

児童福祉習慣事業

絵本展、図書館によるおはなし
会、サークル「さくらんぼ」によ
る絵本ライブ、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9日(金)～5月15日(木)
※詳しくは、広報おおさかさ
やま5月号をご覧ください。

就学前のこどもと
保護者

不要

いつでも気軽に立ち寄れる、アッ
トホームな親と子の居場所です。
飲食OK！子どもや子育てに関す
るいろいろな行事や講座もありま
す。

　月～土10:00～16:00
　(祝日を除く)
　土のみ(概ね月3回)
月1回会議の日13:00オープン

乳幼児・未就園児と
その保護者

(運営協力金)
一家庭100円/

日
年1回の保険料

200円

不要

一時保育
　月～土10:00～17:00
　(祝日を除く)

生後３ヶ月以上
定員10名

700円/1時間
登録料不要

要
詳細はファンズガーデン
072-366-6960まで

大阪大谷大学公開講座

育メン・パパクラブ

①「父子ふれあい体操であそ
ぼ！」
講師:岡　みゆき(大阪大谷大学教
育学部　専任講師)
②「親子で楽しむ算数教室　紙を
使った製作活動」1
講師:竹歳　賢一(大阪大谷大学教
育学部　専任講師)
③「親子で楽しむ算数教室　紙を
使った製作活動」2
講師:竹歳　賢一(大阪大谷大学教
育学部　専任講師)

　①6月14日(土)
　　11:00～12:00

　②8月2日(土)
　　14:00～16:30

　③8月9日(土)
　　14:00～16:30

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

あべのハルカスキャ
ンパスフロア

23階

①就学前3歳から5歳
児の子どもと親（父親
だけでなく母親や祖父

母でも参加可）
　15組30名

運動のできる服装でお
越しください

②③小学生(1～4年
生)とその保護者(学年
明記)、2回とも参加可

能な方
25組50名

無料

往復はがきorメール
(5月受付開始予定、申

込多数の場合抽選)
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

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
TEL:0721-24-0452
(月～金9:00～17:30)

大阪大谷大学
教育学部
教育学科

TEL:0721-24-1046
(月～金9:30～16:00)

「ファンズガーデン」
茱萸木6丁目985-1
(旧くみの木幼稚園

内)

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

無料
子育て支援センター

“ぽっぽえん”

NPO法人
ワークレッシュ

「ファンズガーデン」
TEL:072-366-6960

親子のつどいの広場
「ファンズガーデン」

ぽっぽえんへ登録のうえ
利用

就学前のこどもと
保護者
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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

おはなし会 絵本の読み聞かせと紙芝居です。

　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

＜当日先着順＞
市立図書館

ＴＥＬ:366-0071

大阪大谷大学博物館　春季特
別展　「中国・朝鮮半島の古瓦」

中国の戦国時代から漢、朝鮮半島
の高句麗、新羅、百済、統一新羅
時代などの古瓦を展示

　4月1日(火)～7月11日(金)
　10:00～16:00

大阪大谷大学博物館
博物館講座

「河内の古代寺院と朝鮮
ー瓦の文様にみる－」
講師:藤澤典彦
(元大阪大谷大学教授)

　5月24日(土)14:00～

大阪大谷大学公開講座

漢詩と自然

①「李白と明月」
講師:森　博行
(大阪大谷大学文学部　元教授)
②杜牧と芳草-付録、邵雍(しょう
よう)と芳草-」
講師:森　博行
(大阪大谷大学文学部　元教授)
③「杜牧と夕陽-付録、邵雍と夕
陽-」
講師:森　博行
(大阪大谷大学文学部　元教授)

　①6月7日(土)
　　13:30～15:00
　②6月21日(土)
　　13:30～15:00
　③7月5日(土)
　　13:30～15:00

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

あべのハルカスキャ
ンパスフロア

23階

どなたでも、各80名

単独受講可
無料

往復はがきorメール
(5月受付開始予定、申

込多数の場合抽選)
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
電子メール:

shigakudai@osaka-
ohtani.ac.jp

TEL:0721-24-0452
(月～金9:00～17:30)

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)

大阪大谷大学公開講座

親鸞―生涯と思想―

(1)親鸞の生涯①　―「誕生」～
「法然とのであい」―
講師:貫名　譲(大阪大谷大学文学
部　教授)
(2)親鸞の生涯②　―「法然との
わかれ」～「往生」―
講師:貫名　譲(大阪大谷大学文学
部　教授)
(3)『歎異抄』のこころ
講師:梯　信暁(大阪大谷大学文学
部　教授)

　①7月7日(月)
　　10:00～11:30

　②7月14日(月)
　　10:00～11:30

　③7月26日(土)
　　10:00～11:30

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

あべのハルカスキャ
ンパスフロア

23階

定員各80名 無料

往復はがきorメール
(5月受付開始予定、申

込多数の場合抽選)
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
電子メール:

shigakudai@osaka-
ohtani.ac.jp

TEL:0721-24-0452
(月～金9:00～17:30)

大阪大谷大学
文学部

歴史文化学科
TEL:0721-24-1183

(月～金9:30～16:00)

初心者パソコン講座
Win8.1の使い方

Windows8.1ってどんなもの？

　①6月7日(土)
　②6月14日(土)
　③6月21日(土)
いずれも13:30～16:00

市内居住・通勤・通学
する18歳以上の

パソコン初心者15人

3,000円
(全3回)

初心者パソコン講座
もっと知りたいパソコンコース

音楽から静止画や動画。エクセル
やワードは知ってるけどマルチメ
ディア関連を学びます。

　①7月19日(土)
　②7月26日(土)
　③8月2日(土)
　④8月9日(土)
　⑤8月16日(土)
　⑥8月23日(土)
いずれも13:30～16:00

市内居住・通勤・通学
する18歳以上の

パソコン経験者15人

5,000円
(全6回)

市立公民館

無料

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
(4月1日(火)～
4月15日(火))

定員を超えると抽選

市立公民館
〒589-0021

大阪狭山市今熊1-106
TEL:366-0070
FAX:366-0081

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

初心者パソコン講座
パソコンワークショップ

公民館の歩き方

公民館ってどんなとこ？
取材を通じて、解き明かしてい
き、冊子にまとめます。

　①5月31日(土)
　②6月7日(土)
　③6月14日(土)
　④6月21日(土)
　⑤6月28日(土)
　⑥7月5日(土)
いずれも9:30～12:00

市内居住・通勤・通学
する18歳以上のパソ

コン初心者
15人

7,000円
(全12回)

青少年セミナー
(公民館青少年広場)

にっぽんの伝統を学ぼう
シリーズ③

伝統工芸・竹細工

伝統工芸の竹細工の作り方を学ぶ

　①5月31日(土)
　②6月7日(土)
　③6月14日(土)
　④7月26日(土)
　⑤8月2日(土)
　⑥8月9日(土)
いずれも13:30～16:30

市内居住・通勤・通学
する中学生・高校生

15人

1,000円
(全6回)

音でつながる　ココロとココロ
stardust shower 黄昏たなばた

コンサート

コンサート出演者及び企画運営ス
タッフ募集！
ふれあいライブ～音でつながるコ
コロとココロ～をテーマに公民館
では、手づくりのライブを開催し
ます。星空のもと、みんなで作る
音楽シャワー、あなたの参加を
待っています。

　7月5日(土)
　18:00
　事前に企画運営会議を
　数度、開催

18歳以上の
音楽好きな人

企画運営スタッフ
10人

出演サークル10組

コンサート
出演者

一人あたり100
円

復活！さやま音頭

郷土をうたった"さやま音頭”こ
の音がかかると自然に手足が動き
だす人も少しずつ増えてきまし
た。今年も一緒におどりません
か？

　①7月16日(水)
　②8月6日(水)
　いずれも10:00～12:00
※1日だけの参加も可

市内居住・通勤・通学
する音頭が好きな

18歳以上
30人

200円
（全2回）

初心者陶芸体験講座
蚊遣器(かやりき)をつくろう

「蚊遣器」とは、蚊取り線香用の
灰皿です。
夏の風物詩の一つとして生活に取
り入れてみませんか？
陶芸初心者の方を対象に、公民館
陶芸クラブのみなさんが丁寧にお
教えします。

　①6月28日(土)
　②6月29日(日)
　③7月20日(日)
　④7月27日(日)
①～③は10:00～15:00
④は10:00～12:00

市内居住・通勤・通学
する18歳以上の人

15人

2,500円
（全4回）

チャレンジしてみよう♪草木染

草木染ってどんなの？？何色に染
まる？？
スカーフを琵琶の葉で染めましょ
う♪
自然のやさしい色に包まれた草木
染の世界に触れてみませんか。

　5月10日(土)
　13:30～16:00

市内居住・通勤・通学
する18歳以上の人

20人
700円

朗読の世界へようこそ！
発音・発声の基礎を学び、作品を
感情豊かに読むことで表現力を身
につけてみましょう。

　①5月16日(金)
　②5月23日(金)
　③5月30日(金)
　④6月 6日(金)
　⑤6月13日(金)
　⑥6月20日(金)
いずれも14:00～16:30

市内居住・通勤・通学
する18歳以上の人

15人

2,000円
（全6回）

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

どなたでも
60人

無料 不要

市立公民館

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
(4月1日(火)～
4月15日(火))

定員を超えると抽選

市立公民館
〒589-0021

大阪狭山市今熊1-106
TEL:366-0070
FAX:366-0081
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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

大阪大谷大学公開講座

『源氏物語』の焦点
―ことばと漢詩―

①「『源氏物語』のことば」
講師:宇都宮啓吾(大阪大谷大学文
学部　教授)
②「『源氏物語』　桐壺巻冒頭を
読む」
講師:浅尾広良(大阪大谷大学文学
部　教授)
③「『源氏物語』の中の漢文訓
読」
講師:宇都宮啓吾(大阪大谷大学文
学部　教授)
④「『源氏物語』と長恨歌」
講師:浅尾広良(大阪大谷大学文学
部　教授)

　①7月12日(土)
　14:00～15:30

　②7月26日(土)
　14:00～15:30

　③9月27日(土)
　14:00～15:30

　④10月4日(土)
　14:00～15:30

大阪大谷大学

博物館

どなたでも、各150
名

無料 予約不要

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)

野菜等栽培講習会

野菜等栽培講習(主に家庭菜園)
講師:大阪南農協営農指導員
※参加者には野菜苗を差し上げま
す。

　4月19日(土)
　　10:00～12:00

大阪南農協
狭山東支店

どなたでも、40人 無料
電話

(4月7日(月)から)
＜先着順＞

大阪狭山市市民部
農政商工グループ

ＴＥＬ:366-0011

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座
(全18回の連続講座)

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

　4月22日
　5月13日,20日,27日
　6月3日,10日,17日,24日
　7月1日,8日,15日,22日,
　　 29日
　8月5日,26日
　9月2日,9日,16日
いずれも火曜日11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、20人
18回

(30,675円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座
(全18回の連続講座)

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

　4月22日
　5月13日,20日,27日
　6月3日,10日,17日,24日
　7月1日,8日,15日,22日,
　　 29日
　8月5日,26日
　9月2日,9日,16日
いずれも火曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、20人
18回

(30,675円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座
(全18回の連続講座)

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

　4月22日
　5月13日,20日,27日,
　6月3日,10日,17日,24日
　7月1日,8日,15日,22日,
　　 29日
　8月5日,26日
　9月2日,9日,16日
いずれも火曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、20人
18回

(30,675円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全8回の連続講座)

フランス語を楽しむ
講師:梶谷温子/本学名誉教授

　5月13日,20日,27日
　6月3日,10日,17日,24日
　7月1日
いずれも火曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、20名
8回

(8,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全6回の連続講座)

英日・日英翻訳:添削講座♯19
【翻訳・中上級】
講師:前田尚作/本学元教授

　5月8日,15日,22日,29日
　6月5日,12日
いずれも木曜日11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、15名
6回

(6,000円)

往復ハガキ・Eメール
随時

＜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

*お問い合わせ
TEL:365-6171
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp
*まずは資料請求をし
てください。送付の資
料をご確認のうえ、お

申し込みください。
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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
生涯学習センター講座

(全7回の連続講座)

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

　5月9日,16日,30日
　6月6日,13日,20日
　7月4日
いずれも金曜日11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも20名
7回

(7,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座
(全15回の連続講座)

*本文学習のみの受講も可
(全6回)

中国文化と中国語会話【中級】
講師:曹櫻/本学非常勤講師

　4月11日,18日,25日
　5月9日,16日,23日,30日
　6月6日,13日,20日,27日
　7月4日,11日,18日,25日
(本文学習のみ
4月11日,25日、5月23日、
6月6日,27日、7月11日)
いずれも金曜日13:30～15:00

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、25名

15回
(15,000円)

*本文学習のみ
の受講も可

6回
(6,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全8回の連続講座)

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

　4月12日,26日
　5月10日,24日
　6月7日,21日
　7月5日,19日
いずれも土曜日9:20～10:50

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、20名
8回

(8,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全8回の連続講座)

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

　4月12日,26日
　5月10日,24日
　6月7日,21日
　7月5日,19日
いずれも土曜日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
8回

(8,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全6回の連続講座)

漢詩精選―生きる喜びの歌―
講師:下定雅弘/本学元教授

　5月12日,26日
　6月9日,23日
　7月7日,28日
いずれも月曜日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
6回

(6,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全6回の連続講座)

文楽と歌舞伎
講師:鶴崎裕雄/本学名誉教授

　5月12日,26日
　6月9日,23日
いずれも月曜日13:30～15:00
(現地鑑賞 歌舞伎7月中旬・
文楽7月28日(月)の予定)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、40名

4回
(4,000円)

*現地鑑賞は別
途入場料

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全6回の連続講座)

万葉集を楽しく学ぶ
講師:八木孝昌/本学院参与

　6月9日,16日,23日,30日
　7月7日,14日
いずれも月曜日15:10～16:40

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、20名
6回

(6,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全3回の連続講座と現地講義)

「現地を訪ねて、現物を見る」歴
史ウォーキング⑭ー山辺の道と大
和・柳本古墳群を歩く―
講師:中尾芳治/本学元教授

　4月16日,23日
いずれも水曜日11:00～12:30
(現地講義 4月25日(金)
10:00～17:00)
*予備日5月9日(金)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、60名

3回(3,000円)
＊聴講のみ

2回
(2,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全7回の連続講座)

旅の古典文学
講師:鶴崎裕雄/本学名誉教授

　5月7日,14日,21日,28日
　6月4日,11日,18日
いずれも水曜日11:00～12:30

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、30名
7回

(7,000円)

往復ハガキ・Eメール
随時

＜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

*お問い合わせ
TEL:365-6171
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp
*まずは資料請求をし
てください。送付の資
料をご確認のうえ、お

申し込みください。
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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
生涯学習センター講座

(全6回の連続講座)

『源氏物語』を楽しむ
講師:岩井宏子/本学元非常勤講師

　4月23日
　5月7日,14日
　6月11日,18日
　7月2日
いずれも水曜日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
6回

(6,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全5回の連続講座と現地講義)

室町の風雅に心あそばせる
講師:高橋範子/本学非常勤講師

　4月24日
　5月8日,22日
　6月5日
　7月10日
いずれも木曜日13:30～15:00
(現地講義 銀閣-立花を見る-
7月3日(木)13:30～15:30)

帝塚山学院大学
狭山キャンパス

どなたでも、30名

6回
(6,000円)

*聴講のみ5回
(5,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全4回の連続講座)

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

　5月16日,23日,30日
　6月6日
いずれも金曜日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
4回

(8,000円)

帝塚山学院大学
生涯学習センター講座

(全6回の連続講座)

文章のみがき方講座
講師:伊藤景子/本学非常勤講師

　5月10日,17日,24日,31日
　6月7日,14日
いずれも土曜日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
6回

(6,000円)

帝塚山学院大学
成人大学講座

（全5回の連続講座）

芸術に親しむ
①クラシック音楽と芸術～形か色
か/古典派かロマン派か？～
講師:三浦信一郎/本学名誉教授
②ヨーロッパ美術～風景画の展開
～
講師:大森淳史/本学教授
③現代美術～メディアアートと町
おこし～
講師:永草次郎/本学教授
④東洋美術～山水画の世界を旅す
る～
講師:古田真一/本学教授
⑤造形作家の視点から～現代の風
景画を描く～
講師:中岡真珠美/本学非常勤講師

　5月28日
　6月4日,25日
　7月2日,9日
いずれも水曜日14:00～16:00

市立公民館
市内在住・通勤・通学
する18歳以上、50名

5回
(1,000円)

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
申込期間:4月1日(火)～

4月15日(火)

市立公民館
〒589-0021今熊1-106

*お問い合わせ
TEL:366-0070
FAX:366-0081

平成25年度春休み特別企画
「都市インフラ整備の最前線

－都市計画道路大和川線－」

都市計画道路大和川線建設事業に
おける最新の土木技術を通して、
都市インフラ整備の最前線を紹介
します。

　4月6日(日)まで
狭山池博物館

１階特別展示室
どなたでも 無料 なし

第6回写真展
「狭山池と狭山池博物館を写

す」

狭山池と狭山池博物館の魅力を再
発見するため、狭山池（副池・西
除川を含む）と狭山池博物館の写
真を募集します。応募いただいた
作品はすべて特別展示室で展示し
ます。

　【募集期間】
　4月12日(土)まで
　
　【展示期間】
　4月17日(木)～5月6日(休)

狭山池博物館
１階特別展示室

どなたでも 無料

○応募点数
1人4点まで(組写真は写

真1枚を1点とする)
○応募方法

糊付きパネルに貼付(額
装不可)。パネル裏面に
「タイトル・撮影日・氏
名・年齢・住所・電話番
号」を記入すること。作
品は博物館に直接持参す

るか郵送すること。

往復ハガキ・Eメール
随時

＜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

お問い合わせ
TEL:365-6171
電子メール:

msk@tezuka-gu.ac.jp
*まずは資料請求をし
てください。送付の資
料をご確認のうえ、お

申し込みください。

狭山池博物館
〒589-0007

池尻中二丁目
TEL:367-8891
FAX:367-8892

8 ページ



9 ページ

◎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

平成26年度
池守田中家文書特別公開

池守田中家文書は、近世以降の狭
山池の歴史を伝える貴重な資料で
す。狭山池博物館寄託の池守家文
書をわかりやすく紹介します。

　6月14日(土)～7月13日(日)
狭山池博物館

１階特別展示室
どなたでも 無料 なし

第14回子ども絵画コンクール
「狭山池や博物館を描こう」

子どもたちにより一層親しまれる
施設へと発展するため、狭山池の
自然や狭山池博物館、館内展示物
を描いた作品を募集します。応募
いただいた作品はすべて博物館で
展示します。

【募集期間】
　5月24日(土)～7月1日(火)
【展示期間】
　7月12日(土)～8月30日(土)
【写生会】
　①5月24日(土)
　②6月8日(日)
いずれも10:30～

狭山池博物館 小学生以下 無料

○作品応募方法
作品裏面に、「学校(園)
名・学年・氏名・電話番
号・住所」を明記し、博
物館に直接持参か郵送。
○写生会申し込み方法
各写生会の2日前まで

に、所定の用紙にて申し
込み(はがき・FAX)

狭山池博物館・箕面公園昆虫
館共同企画　昆虫展

昆虫の標本などを展示します。 　7月19日(土)～8月31日(日)
狭山池博物館

１階特別展示室
どなたでも 無料 なし

囲碁講座
講師は、地元の七段、六段、三段
の先生方です。

　4月1日,8日,15日,22日
　5月13日,20日,27日
　6月3日,10日,17日,24日
　7月1日,8日,15日,22日,
  　 29日(懇親会)
いずれも火曜日13:00～16:00

さやま荘 どなたでも
6ヶ月間で
5,000円

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

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。

　4月16日(水),22日(火)
　5月21日(水),27日(火)
　6月18日(水),24日(火)
　7月16日(水),22日(火)
いずれも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
各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
月ごとに申込み

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
名　　称 内　容 とき ところ 対象・定員 費　用 申し込み 問い合わせ

2014きらっと女子大
～あたりまえを見直す　ふたた

び～
全8回の連続講座

(各回ごとの申し込みも可)

「ふつう」や「あたりまえ」を
キーワードに、講義中心に学びま
す。月1回パワーと元気をもらい
に来てください。

　①6月9日(月)
　②7月14日(月)
　③9月8日(月)
　④10月20日(月)
　⑤11月10日(月)
　⑥12月8日(月)
　⑦1月19日(月)
　⑧2月9日(月)
各回13:00～15:00

きらっとぴあ(男女共
同参画推進センター)

市内の女性
25人

＜先着順＞
無料

きらっとぴあへ
FAX・電話・メール
5月1日(木)から受付

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

◎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

GO！GO！
ふれあいの里ワールド

ふれあいの里を無料開放し模擬店
やゲームコーナーなどのイベン
ト。

　5月5日(祝・月)
　　10:00～14:00

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

国際理解講座
韓国文化を知ろう・
学ぼう・体験しよう

料理の基本・旬の食材や栄養のこ
とを教わりながら、調理を楽しみ
ましょう。

　①5月13日(火)
　②5月27日(火)
　③6月10日(火)
　④6月24日(火)
①は10:00～12:00
②は10:30～12:00
③～④は8:45集合で現地解散

市立公民館
市内居住・通勤・通学

する18歳以上の人
16人

2,000円
(全4回)

市立公民館へ
直接・FAX・郵送・

ホームページ
(4月1日(火)～
4月1５日(火))

定員を超えると抽選

市立公民館
〒589-0021

大阪狭山市今熊1-106
TEL:366-0070
FAX:366-0081

狭山池博物館
〒589-0007

池尻中二丁目
TEL:367-8891
FAX:367-8892
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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

大阪大谷大学公開講座

異文化理解
～グローバリゼーションの

光と影～

①「異文化理解と生活問題への対
応／社会福祉の挑戦」講師:農野寛
治(大阪大谷大学人間社会学部
教授)
②「タブーから理解する文化の相
違」講師:荻野勝行(大阪大谷大学
人間社会学部　教授)
③「外国人研究者が見た日本文化
―日本文化・日本人は如何に見ら
れているのか―」講師:荻野勝行
(大阪大谷大学人間社会学部　教
授)
④「夜景から見る世界の都市構
造」講師:荻野勝行(大阪大谷大学
人間社会学部　教授)
⑤「他民族・多文化に生きる隣国
カナダ」講師:荻野勝行(大阪大谷
大学人間社会学部　教授)
⑥「臨床心理士が語る海外事情
入門編」小西宏幸(大阪大谷大学
人間社会学部　准教授)
⑦「臨床心理士が語る海外事情
実践編」小西宏幸(大阪大谷大学
人間社会学部　准教授)

　①5月24日(土)
　　13:30～15:00
　②6月5日(木)
　　16:00～17:30
　③6月12日(木)
　　16:00～17:30
　④6月19日(木)
　　16:00～17:30
　⑤6月26日(木)
　　16:00～17:30
　⑥6月28日(土)
　　13:30～15:00
　⑦7月12日(土)
　　13:30～15:00

大阪大谷大学
ハルカスキャンパス

あべのハルカスキャ
ンパスフロア

23階

どなたでも、各50名

単独受講可
無料

往復はがきorメール
(5月受付開始予定、申

込多数の場合抽選)

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

電子メール:
shigakudai@osaka-

ohtani.ac.jp
TEL:0721-24-0452
(月～金9:00～17:30)

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)

◎研修会
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

黒山警察署による防犯の講演会で
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名

無料 不要

市民協働・生涯学習推
進グループ

危機管理グループ
ＴＥＬ:366-0011

普通救命講習
(安全安心スクール

地域型「応用編」含む)

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)

実施場所はその都度
調整します。

（消防本部もしくは
消防署ニュータウン

出張所）

中学生以上の
市民･事業所

約50人
無料

消防本部救急グループへ

電話・直接

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」
を開講します。

　7月上旬開催予定
消防署ニュータウン

出張所　研修室
どなたでも

約50人
無料

危機管理グループへ
郵便･FAX･メール

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
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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

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

利き水会
(ウォーターテイスティング)

水道水とミネラルウォーターの飲
み比べ。参加者には粗品を進呈

　4月27日(日)
　10:00～15:00

狭山池まつり会場
(さやか公園付近)

どなたでも 無料 不要
大阪狭山市水道局

総務グループ

桜まつり～春～

①桜のライトアップ
②桜のライトアップ、マスコット
キャラクター撮影会、舞台イベン
ト、模擬店、メッセージ花火など

　①3月28日(金)～
　　4月5日(土)
　　日没～21:00
※開花状況により変更あり
　②4月5日(土)
　　11:00～19:30

①狭山池北堤
②さやか公園・

狭山池東堤
どなたでも

無料
(飲食等は実費)

不要
桜まつり実行委員会
大阪狭山市商工会内

TEL:365-3194

◎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
TEL:366-0011
FAX:366-0051

　4月26日(土)
　　13:00～20:00
　4月27日(日)
　　9:00～16:30
※詳細は、狭山池まつり実行委員会にお問合わせください。

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

 【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26年度（2014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。 

＜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/ 
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